
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】

10

20

JP 3989971 B2 2007.10.10

下記工程を具備する、基本チャネル上でデータフレームを処理する方法、
（ a）少なくとも１つの追加的な将来のデータフレームが、第１局から第２局へ追加チャ
ネル上で送信されるか、否かを決定する、及び
（ b）少なくとも１つの追加的な将来のデータフレームが第１局から第２局へ追加チャネ
ル上で送信されることが決定される場合、基本チャネル上で第１局から第２局へ復調フラ
グビットを送信する。

データフレームに復調フラグビットを追加する、及び
復調フラグビットでデータフレームを符号化する、
を、さらに具備する請求項１の方法。

第１のデータレートでデータフレームを符号化して符号化されたシーケンスを形成する、
符号化されたシーケンスをインターリーブしてインターリーブされたシーケンスを形成す
る、及び
インターリーブされたシーケンスの非整数部分を送信する、
をさらに具備する、請求項２に記載された方法。

下記を具備する、基本チャネル上でデータフレームを処理する装置、



【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】

【請求項１０】

【請求項１１】

【請求項１２】

【発明の詳細な説明】
背景技術
Ｉ．技術分野
本発明は、固定レート転送媒体中の転送可変レート処理装置とその方法に関するものであ
る。
II．関連技術の記載
本発明は、携帯電話ＣＤＭＡシステム内の通信資源の複数ユーザのシェアリングに関する
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少なくとも１つの追加的な将来のデータフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で
送信されることを決定する手段、及び
少なくとも１つの追加的な将来のデータフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で
送信されることが決定される場合、基本チャネル上で第１局から第２局へ復調フラグビッ
トを送信する手段。

復調フラグビットをデータフレームに追加する手段、及び
復調フラグビットでデータフレームを符号化する手段、
とを、さらに具備する請求項４に記載の装置。

第１のデータレートでデータフレームを符号化して、符号化されたシーケンスを形成する
手段、
符号化されたシーケンスをインターリーブして、インターリーブされたシーケンスを形成
する手段、及び
インターリーブされたシーケンスの非整数部分を送信する手段、
とを、さらに具備する請求項５に記載の装置。

下記工程を具備する、データ処理方法、
データフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で送信されるか、否かを決定する、
及び
データフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で送信されることが決定される場合
、基本チャネル上で第１局から第２局へ復調フラグビットを送信する。

下記を具備するデータ処理装置、
データフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で送信されるか、否かを決定する手
段、及び
データフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で送信されることが決定される場合
、第１局から第２局へ基本チャネル上で復調フラグビットを送信するための手段。

下記を具備する。基本チャネル上でデータフレームを処理するための装置、
少なくとも１つのデータフレームが第１局から第２局へ追加チャネル上で送信されること
が決定される場合、復調フラグを形成するように構成された復調器フラグジェネレータ、
及び
復調フラグを送信するように構成された送信器。

データと復調フラグを符号化して、符号化されたシーケンスを形成するように構成された
符号器、をさらに具備する、請求項９に記載の装置。

符号化されたシーケンスをインターリーブして、インターリーブされたシーケンスを形成
するように構成されたインターリーバ、をさらに具備する、請求項１０に記載の装置。

復調フラグを送信するように構成された送信機が、インターリーブされたシーケンスの非
整数部分を送信するように構成された送信機を具備する、請求項１１に記載の装置。



ものである。コード分割マルチアクセス（ＣＤＭＡ）変調技術の使用は、多くのシステム
ユーザが存在している通信を可能にする技術の一つである。他のマルチアクセス通信技術
として、例えば、時分割マルチアクセス（ＴＤＭＡ）、周波数分割マルチアクセス（ＦＤ
ＭＡ）、ＡＭ変調は、振幅混合単側帯（ amplitude compounded single sideband）（ＡＣ
ＳＳＢ）が従来に知られている。しかしながら、ＣＤＭＡの拡大スペクトラ変調技術は、
マルチアクセス通信システムの他の変調技術を越える重要な利点を有している。マルチア
クセス通信システムでのＣＤＭＡ技術の使用は、“衛星又は地上の常用者（ terrestrial 
repeaters）を使用する拡大スペクトラムマルチアクセス通信システム”というタイトル
のＵＳＰ　Ｎｏ．４，９０１，３０７で開示されており、引例として加えられた。マルチ
アクセス通信システム内のＣＤＭＡ技術の使用は更に、“ＣＤＭＡ携帯電話システムの信
号波形の供給システムと供給方法”というタイトルの、本発明の譲渡人へ譲渡され、引例
として加えられたＵＳＰ　Ｎｏ．５，１０３，４５９に開示されている。
広帯域信号である本来の性質によるＣＤＭＡは、広帯域に渡って信号エネルギーを拡大す
ることで、多様な周波数の波形を提供している。従って、周波数の選択的な減衰は、ＣＤ
ＭＡ信号帯域幅の小さい部分のみに影響を与える。パスの多様性は、異なる伝搬遅延を伴
って各々受信され処理される信号到着によって可能となる拡大スペクトル処理を用いたマ
ルチパス環境を利用することにより得られる。更に、空間や通路の多様性は、移動ユーザ
と複数の基地局の間の同時リンクを介するマルチ信号パスが与えられることで実現する。
このパスの多様性の利用は、“ＣＤＭＡ携帯電話システム内の多様な受信機”の表題を持
つＵＳＰ　Ｎｏ．５，１０９，３９０と、“携帯電話システム内のソフトハンドオフ”の
表題を持つＵＳＰ　Ｎｏ．５，１０１，５０１とにより示されるものであり、両方とも本
発明の譲渡人へ譲渡されており、引例として本発明に加えられたものである。
追加技術は、通信資源の配置の効率の向上に役立つものであり、可変レートにおいてデー
タ供給を行う資源をユーザに可能とするもので、これにより、ユーザのサービスが必要と
する最小限の通信資源のみを利用することができる。可変レートデータ資源の例は、“可
変レートボコーダ”という表題のＵＳＰ　Ｎｏ．５，４１４，７９６により開示されてお
り、本発明の譲渡人へ譲渡されており引例として本発明に加えられたものである。会話は
、例えば、息継ぎ等、本来、沈黙の期間を含んでいるため、これらの期間を表現するのに
必要なデータの量は、減少させることができる。可変レートボコーディングは非常に効率
的にこの沈黙の期間のデータ率を減少させることによりこれを実現する。
可変レート会話エンコーダは、話し手が元気よく話しているとき、全レートとなり、転送
フレームのキャパシティをフルに活用する。可変レートスピーチコーダが最大レート以下
で会話データを供給しているとき、転送フレームにて過剰なキャパシティが存在する。固
定サイズでの転送フレーム内の追加データの転送方法は、データ資源が可変レートで供給
されることが、“転送のためのデータ形成方法とその装置”という表題でＵＳＰ　Ｎｏ．
５，５０４，７７３により詳細に述べられており、本発明の譲渡人へ譲渡され、引例とし
て本発明と合体されている。上記の出願明細書において、方法と装置は、転送のためのデ
ータパケット内の異なる資源から異なるタイプのデータの合成のために開示されている。
近年、ワイヤレスネットワーク上のデジタルデータの転送は、徐々に重要になってきてい
る。例えば、ワイヤレスネットワーク上の画像の転送、ビデオ、他のデジタルデータは、
非常に重要になってきている。デジタルネットワークは、会話データの転送のための任意
のパフォーマンスが与えられるべく設計される。デジタルデータの他の形式は、適切なパ
フォーマンスのために高いデータレートを明確に要求している。
拡大スペクトラム通信システムの高速フォワードリンクデータの供給方法の一つは、マル
チ直交チャネルは、一つの高速ユーザへデータを転送するために与えられる。マルチ直交
チャネルの高速デジタルデータの転送方法は、“統計的な多重送信を用いた通信システム
内の可変レートデータの提供方法と装置”という表題の１９９５年４月２８日出願のＵＳ
Ｐ　Ｎｏ．０８／４３１，１８０により詳細に開示されており、本発明の譲渡人へ譲渡さ
れており、引例として合体されている。
可変レートの転送の一つの面は、移動局が複数チャネルを復調しなければならないことで

10

20

30

40

50

(3) JP 3989971 B2 2007.10.10



ある。復調マルチチャネルは、移動性の出願の中では重要となる電池電源を使用している
。データチャネルの不要な復調を減衰させる方法であり、高速データがない場合、やがて
来る高速データの移動局に注意を払うべく、追加チャネルの使用を計画している。高速転
送のスケジューリングを行う方法と装置は、“拡大スペクトラム通信システムのレートス
ケジュールデータを供給する方法及び装置”という表題の１９９６年３月３１日出願のＵ
ＳＰ　Ｎｏ．０８／６５６，６４９に詳細に述べられており、本発明の譲渡人へ譲渡され
、本発明へ合体されている。
複数の追加チャネル上でデータ転送を行う場合の他の方法として、共通信号チャネルより
も高いデータレートを運ぶことができる単体追加チャネル上で高速データを転送すること
がある。これらの高速データレートチャネルは、複数の通信チャネルの直交変調を結合さ
せることにより可能となるものである。この拡大スペクトラム通信システム内の高キャパ
シティチャネルの供給方法は、“拡大スペクトラム通信システム内の高速データ”という
表題の１９９７年１月１５日出願のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説
明されており、この発明の譲渡人へ譲渡され、引例として合体されている。
リバースリンク上の高速データの転送方法は、直交コーディングにより他のサブチャネル
から各サブチャネルが識別され、移動局にて、複数のサブチャネルが供給されるものであ
る。この方法は、“高速データレートＣＤＭＡワイヤレス通信システム”という表題で１
９９６年３月２８日のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／６５４，４４３と、“平均転送出力高速デー
タレートＣＤＭＡワイヤレス通信システムのための減衰されたピーク”という表題で１９
９６年６月７日出願のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／６６０，４３８により詳細に説明されており
、本発明の譲渡人へ譲渡されており、引例として本発明と合体されている。
発明の概要
本発明の一面は、固定レート転送媒体内の転送可変レートの処理方法を供給するものであ
り、この方法は、可変レートデータを受ける工程と、前記可変レートデータを転送のため
のシーケンスに再構成する工程と、転送のために再構成されたデータシーケンスをシーケ
ンスの一部を伴って出力し、シーケンス内ではそれぞれが異なる位置でスタートし、これ
により、転送媒体のその時のレートに応じて、シーケンスが転送される工程とを有する。
本発明の他の面として、固定レートの転送媒体において可変レートデータの処理を行う装
置であって、この処理装置は、可変レートデータを受ける手段と、前記可変レートデータ
を再構成する手段と、転送のために再構成されたデータシーケンスをシーケンスの一部を
伴って出力し、シーケンス内ではそれぞれが異なる位置でスタートし、これにより、転送
媒体のその時のレートに応じて、シーケンスが転送される手段とを有する。
更に本発明の他の面として、１．２２８８ＭＨｚ帯域の転送のための１７２ビットを含む
データフレームを処理する装置であって、次に来る補足チャネルを用いたデータのフレー
ムをフラグ表示する復調フラグジェネレータ；と、所定のＣＲＣフォーマットのデータフ
レームに応じて供給されたチェックビットシーケンスのデータフレームを供給するＣＲＣ
ジェネレータ；と、前記フレームへ所定値の８ビット末尾データを追加する末尾ビットジ
ェネレータ；と、所定のエンコーダフォーマットに応じて前記フレームをエンコードする
エンコーダ手段；と、エンコードされたシンボルを再度指示するインタリーブ手段；とを
有する。
本発明は、高速デジタルデータをフォワードリンクとリバースリンクとへ転送する方法と
装置として実現される。フォワードリンクとリバースリンクとの両方において、このよう
に本発明は、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域と３．６２６８Ｍｃｐｓ帯域とにおいて転送デー
タを処理する方法を有する。更に、本発明は、レートセット１デジタルデータとレートセ
ット２デジタルデータの両方のフォワードリンクとリバースリンクを転送する方法を含ん
でいる。レートセット１デジタルデータは、ＩＳ－９５標準のＭＵＸオプション１として
定義されるレートである可変レートを有している。レートセット２デジタルデータは、Ｉ
Ｓ－９５標準のＭＵＸオプション２として定義されるレートである可変レートを有してい
る。更に、本発明は、パケット切り換え技術と回路切り換え技術とを用いた出願のデータ
転送方法を開示する。
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【図面の簡単な説明】
本発明の特徴、目的、効果は、参照符号で関連づけられた図面と以下に示された詳細な説
明から明らかになるものである。
FIG.１は、通信環境の高速データの全体図；
FIG.２Ａ－２Ｅは、１．２２８８ＭＨｚ帯域内でのレートセット１デジタルデータパケッ
トからなるフォワードリンクデジタルデータの前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.３は、転送のフォワードリンクデータの終段処理を示す図；
FIG.４Ａ－４Ｅは、３．６８６４ＭＨｚ内のレートセット１デジタルデータパケットから
なるフォワードリンクデジタルデータの前段処理と中段処理を示す図；
FIG.５Ａ－５Ｅは、１．２２８８ＭＨｚ内の転送の２デジタルデータパケットからなるフ
ォワードリンクデジタルデータを処理する前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.６Ａ－６Ｅは、３．６８６４ＭＨｚ内の転送の２デジタルデータパケットからなるフ
ォワードリンクデジタルデータを処理する前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.７は、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域内の追加チャネル上の転送フォワードリンクデジタ
ルデータの前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.８は、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域内の追加チャネル上の転送フォワードリンクデジタ
ルデータの前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.９は、回路切換装置のための１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域内の追加チャネル上の転送フ
ォワードリンクデジタルデータの前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.１０は、回路切換装置のための３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域内の追加チャネル上の転送
フォワードリンクデジタルデータの前段処理と中段処理とを示す図；
FIG.１１は、リバースリンクデジタルデータの終段処理を示す図；
FIG.１２Ａ－１２Ｄは、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域内の転送レートセット１デジタルデー
タパケットからなるリバースリンクデジタルデータの前段処理を示す図；
FIG.１３Ａ－１３Ｄは、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域内の転送レートセット１デジタルデー
タからなるリバースリンクデジタルデータを処理する前段処理を示す図；
FIG.１４Ａ－１４Ｄは、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域内の転送レートセット１デジタルデー
タからなるリバースリンクデジタルデータを処理する前段処理を示す図；
FIG.１５Ａ－１５Ｄは、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域内の転送レートセット１デジタルデー
タからなるリバースリンクデジタルデータを処理する前段処理を示す図；
FIG.１６Ａ－１６Ｃは、回路切換装置のための１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域内の転送レート
セット２デジタルデータパケットからなるリバースリンクデジタルデータの前段処理を示
す図；
FIG.１７Ａ－１７Ｃは、回路切換装置のための３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域内の転送レート
セット２デジタルデータパケットからなるリバースリンクデジタルデータの前段処理を示
す図である。
良好な実施形態の詳細な説明
Ｉ．序論
FIG.１に関して、基地局１０４は、高速デジタルデータを基地局コントローラ（ＢＳＣ）
１０２又は内部処理機能１００とから受ける。ＢＳＣ１０２は、インターネットや公衆電
話のネットワーク（ＰＳＴＮ）等の高速デジタルサービス間のインターフェースを供給す
る。内部処理機能１００は、インターネットへのデジタルインタフェースを有している。
これは、限定された機能を供給するべく設計されたものであり、ＢＳＣ１０２内で要求さ
れた複雑さを回避するものである。
基地局１０４は、フォワードリンク１０８上の移動局１０６へデジタルデータを転送する
。本発明において、各移動局は、音声やデジタル情報を運ぶことができる基本的なチャネ
ルに割り当てられる。基本チャネルは、サービスが存続する間、移動局に割り当てられる
。移動局１０６への送信のために必要とされるデータレートが基本チャネルの容量を越え
ると、追加チャネルは、移動局１０６による使用のために、一時的に割り当てられる。
高速データの移動局への転送には、追加チャネルが使用され、このことは、１９９６年３

10

20

30

40

50

(5) JP 3989971 B2 2007.10.10



月３１日出願の“拡張スペクトラム通信システムのレートスケジュールデータの供給方法
と装置”という表題のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／６５６，６４９と、１９９５年４月２８日出
願の“統計的多重送信を使用する転送システムの可変レートデータを供給する方法と装置
”という表題のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／３９５，９６０と、１９９５年２月２８日出願の“
非直交オーバーフローチャネルを使用する通信システムの可変レートデータを供給する方
法と装置”という表題のＵＳＰ　Ｎｏ，０８／３９５，９６０と、１９９７年１月１５日
に出願の“拡張スペクトラム通信システムの高速データを供給する方法と装置”という表
題のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／７８４，２８１とにより詳細に説明されており、これらはこの
出願の譲渡人へ譲渡され、更に引例として本発明に合体されるものである。
II．１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域での転送のためのフォワードリンクのデータレートセット
の初段処理
FIG.２Ａ－２Ｄは、基本チャネルの可変レートデータの初段処理を示す図である。模範的
な実施形態において、全レート、半レート、４分の１レート、８分の１レートの４タイプ
のレートについて言及する。本発明に対応する可変レート音声データを考究する方法は、
“可変レートボコーダ”という表題によりＵＳＰ　Ｎｏ．５，４１４，７９６により開示
されており、本発明の譲渡人へ譲渡されており、引例として合体されている。音声データ
や他のデータ、又、この二つの組合せは、基本チャネルとして転送されることに注目され
たい。
FIG.２Ａは、基本チャネル上の通信の全レートデータの初期処理を示している。模範的な
実施形態においては、データは、１７２ビットを有しており、復調フラグジェネレータ（
ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２に供給される。復調フラグジェネレータ２は、将来において、
所定数のフレームが、追従する追加チャネルや他のチャネル上の転送されたデータを含む
かどうかを示している。模範的な実施形態において、復調フラグは、二つのフレームが将
来において、基地局１０４が、追加チャネル上の移動局１０６へデータを転送するかどう
かを示している。もし、復調フラグがフレーム上に追加データが生じないと示していれば
、移動局（ mobile）は、このデータを復調し復号することなく電力を節約することができ
る。
１７３ビット（１７２ビットプラス復調フラグ）は、次に、周期的な余剰チェックジェネ
レータ（ＣＲＣ）４へ供給され、ここでは、パリティビットに似た方法でチェックビット
が供給される。ＣＲＣビットチェックジェネレータの実施は、よく知られており、模範的
な実施例が、

という表題の、遠距離通信産業協会標準　ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９５－Ａ
に詳細に記載されている。模範的な実施形態として、ＣＲＣジェネレータ４は、フレーム
のための１１ビットＣＲＣを発生する。フレームは、次に、末尾ビットジェネレータ６に
供給され、ここでは、末尾ビットのフレームセットに追加される。模範的な実施形態にお
いては、末尾ビットジェネレータ６は、８ビット全てが０のデータをフレームの末尾に追
加するものである。
末尾ビットジェネレータ６からの１９２ビット（１７２情報ビット、復調フラグ、１１Ｃ
ＲＣビットと８末尾ビット）は、エンコーダ８に供給される。基本的な実施形態において
は、エンコーダ８は、強制的な長さ９を伴う１／２レートの回旋（ convolutional）エン
コーダである。これと異なる例として、エンコーダ８は、リード・ソロモン・エンコーダ
又は他のエンコーダである。更に、他の強制的な長さは、末尾ビット数に応じた変化に用
いられる。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１０に供給され、ここでは、
所定のインタリーブフォーマットに応じてコード化されたシンボルを再び命令するもので
ある。初歩的な実施形態においては、インタリーブ１０は、ブロックインタリーバであり
、ここでは、データがロウのバッファに読み込まれ、そして、カラムのバッファが読み出
される。他の実施形態としては、インタリーバ１０は、ビット逆転インタリーバ又は回旋
インタリーバである。
FIG.２Ｂは、初期チャネル上の転送の半レートデータの前段処理を示している。基本的な
実施形態として、データは、８０ビットを有しており、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭ
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ＯＤ　ＦＬＡＧ）１２に供給される。復調フラグジェネレータ２に関して既に記述された
ように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）１２は、所定数のフレームが
将来において追加チャネルや他のチャネル上に転送データを含むことになるかどうかを示
すフラグを供給するものである。基本的な実施形態において、復調フラグビットは、将来
において二つのフレームが基地局が、追加チャネル上の移動局１０６へデータを転送する
かどうかを示すものである。
ビット８１が次に周期的な余剰チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１４に供給され、ここで
は、ＣＲＣジェネレータ４に関して既に記述されたようにパリティビットと同様の方法で
チェックビットのセットを供給している。模範的な実施形態としては、ＣＲＣジェネレー
タ１４は、フレームへ１０ビットＣＲＣを供給する。フレームは、次に、末尾ビットジェ
ネレータ１６へ供給され、ここでは、末尾ビットのセットをフレームに供給している。模
範的な実施形態としては、末尾ビットジェネレータ１６が８ビット全てが０のデータをフ
レームの後につける。
末尾ビットジェネレータ１６からの９９ビット（８０ビットの情報、復調フラグ、１０ビ
ットのＣＲＣ、そして、８ビットの末尾ビット）のデータは、エンコーダ１８へ供給され
る。さもなくば、エンコード１８は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエラー補正
／検出エンコーダである。エンコードされたシンボルは、次にインタリーバ２０に供給さ
れ、ここでは、インタリーバ１０について既に記載されたような所定のインタリービング
のフォーマットに応じて、コード化されたシンボルを再度要求する。
再度要求されたシンボルデータは、次に、反復ジェネレータ２２に供給される。反復ジェ
ネレータ２２の機能は、レートデータに関わらず出力レートが一定となることが保証され
る。例えば、 FIG.１Ａ－１Ｄにおいて、前段処理の出力は、入力データレートを必要とせ
ず３８４ビットを含んでいる。従来知られているように、反復が存在しているとき、転送
出力を減少させることができ、これは、受信システムが、反復されるシンボルを、転送さ
れたデータの改善された見積を供給するために、利用することができるからである。反復
は、時間の多様性を供給するものであり、これが、チャネル状態が悪化している場合のパ
フォーマンスを改善させることができる。
コード化された１９８ビットが、インタリーバ２０から、反復ジェネレータ２２へ供給さ
れる。反復ジェネレータ２２は、コード化されたシンボルの１８６を反復し、そして、反
復されたシンボルをフレームへ供給する。初期の実施形態において、反復工程の始まりは
、擬似ランダムの選択をした開始点に応じて、その開始位置を選択する。初期の実施形態
において、擬似ランダムのジェネレータ２３は、反復工程の始まり位置を選択肢、そして
反復ジェネレータ２２へこの情報を供給する。例えば、もし、擬似ランダムのジェネレー
タ２３が、１９８エンコードされたシンボルの第１００番目のシンボルとなるフレームの
スタート位置を選択すれば、次に、反復ジェネレータは、１００－１９８のシンボルを選
択し、１－８７のシンボルを選択するだろう。同様に、擬似ランダムに選択された開始位
置は、延長されることができ、フレーム内の反復が完了する。
FIG.２Ｃは、最初のチャネルでの転送のための１／４レートデータの前段処理を示してい
る。１／４レートのデータパケットは、初期の実施形態において、４０ビットの情報を有
しており、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２４に供給される。フラグ
ジェネレータ２に関して述べられたように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬ
ＡＧ）２４は、所定数のフレームをもつフレームが、将来において、追加チャネル又は複
数チャネル上で転送されたデータを含むことになるかどうかを示すフラグを供給している
。模範的な実施形態において、復調フラグビットは、二つのフレームが、将来において、
基地局１０４が追加チャネル上において、移動局１０６にデータを転送するかどうかを示
している。
４１ビットのパケットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ２６に供給さ
れ、ここでは、ＣＲＣジェネレータ４に関して上述したように、パリティビットと同様の
方法でチェックビットのセットを供給する。模範的な実施形態として、ＣＲＣジェネレー
タ２６は、フレームのための８ビットＣＲＣを供給する。フレームは、次に、末尾ビット
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ジェネレータ２８に供給され、ここでは、末尾ビットのセットをフレームに追加する。
末尾ビットジェネレータ２８からの５７ビット（４０ビットの情報、復調フラグ、８ビッ
トのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ３０に供給される。模範的な実施形
態において、エンコーダ３０は、１／２レートの回旋エンコーダである。さもなくば、エ
ンコーダ３０は、リード・ソロモン・エンコーダか、他のエラー補正／検出エンコーダで
ある。エンコードされたシンボルは、次に、インタリーバ３２に供給され、ここでは、イ
ンタリーバ１０に関して上記に記載されたように、所定のインタリーバのためのフォーマ
ットに応じて、エンコードされたシンボルが再び命じられる。
再度命令されたシンボルデータは、次に反復ジェネレータ３４に供給される。この反復ジ
ェネレータ３４の機能は、反復ジェネレータ２２に関して上述されたように、情報ビット
のレートの如何に関わらず、出力レートを一定に保つことである。反復ジェネレータ３４
は、出力パケット内で１１４ビットを３回繰り返し、そして次に、１１４のコード化され
たシンボルを４２回繰り返す。上述したように、模範的な実施形態においては、反復は、
擬似ノイズジェネレータ３５により擬似ランダムに選ばれた開始位置に応じて与えられる
。
FIG.２Ｄは、初期チャネル上の転送を第８レートデータの前段処理を示している。第８レ
ートデータパケットは、模範的な実施形態において、１６ビットの情報を有しており、復
調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３６に供給される。復調フラグジェネレ
ータ２に関して述べたように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３６は
、所定数フレームのフレームが将来において、追加チャネルやその他のチャネルにおいて
、転送データを含むことになるかどうかを示すフラグを供給する。
１７ビットのパケットは、次に周期冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ３８に供給され
、ここでは、ＣＲＣジェネレータ４に関する記述にあるように、パリティビットと同様の
方法で、チェックビットのセットが供給される。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェ
ネレータ３８は、フレーム用の６ビットのＣＲＣを供給する。フレームは、次に末尾ビッ
トジェネレータ４０に供給され、ここでは、末尾ビットのセットがフレームに供給される
。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ４０は、全て０の８ビットがフレ
ームに付加される。
末尾ビットジェネレータ４０からの３１ビット（１６ビットの情報、復調フラグ、６ビッ
トのＣＲＣ、８ビットの末尾情報）は、エンコーダ４２に供給される。模範的な実施形態
において、エンコーダ４２は、１／２レートの回旋エンコーダである。模範的な実施形態
において、エンコーダ４２は、リード・ソロモン・エンコーダ、又は、エラー補正／検出
エンコーダである。エンコードされたシンボルは、次にインタリーバ４４に供給され、こ
こでは、エンコードされたシンボルが、所定のインタリービングのフォーマットに応じて
、インタリーバ１０に関して上記したように、再度命令されたシンボルデータは、次に、
反復ジェネレータ４６に供給される。
反復ジェネレータ４６は、反復ジェネレータ４６に関して上述されたように、レート情報
の有無に関わらず、出力レートを一定とする。反復ジェネレータ４６は、６２ビットを６
回出力パケットの中で繰り返すものであり、次に、エンコードされたシンボルを１２回繰
り返すものである。模範的な実施形態において、上述されたように、擬似乱数ジェネレー
タ４７により供給された開始位置に応じて、反復を供給される。
FIG.２Ｅは、転送のためのデータのフレームの中段処理を示している。全レート、半レー
ト、１／４レート、１／８レートのための出力パケットは、 FIG.２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ
にそれぞれ示されているように、イクスクルーシブ・オア５２の第１入力に供給されてい
る。長コードジェネレータ５４は、データが転送されているユーザのための長コードマス
クに応じて、拡張コードを供給する。設計と長コードジェネレータ５４の実施は、上述し
たＩＳ－９５標準に詳細に説明されている。長コードジェネレータ５４は、模範的な実施
形態において、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートにより、長コードが供給される。デシメー
タ（十進化回路）５６は、ＰＮシーケンスのレートを１９．２ｋｓｐｓに切り下げる。模
範的な実施形態において、デシメータ（十進化回路）は、各シンボル期間の第１チップを
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選択することにより、この処理を実施する。
デシメータ５６からの切り下げられたＰＮシーケンスは、イクスクルーシブオア手段５２
の第２入力端に供給される。スクランブルされたパケットは、次に出力ビットパンクチャ
リング素子５８に供給される。移動局１０６の転送出力のビット表示調整は、従来知られ
た方法により、攪拌（ puncture）される。パケットは、次は、マルチプライア／マッピン
グ手段６０に供給される。模範的な実施形態において、マルチプライア／マッピング手段
６０は、攪拌された０シンボルを＋１の値にマッピングし、そして攪拌された１シンボル
を－１の値にマッピングする。マルチプライア／マッピング手段６０は、次に、さもなく
ば、マッピングされたシンボルをＩ、Ｑ出力へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段６０からの出力は、マルチプライア６２，６４の第１入
力へ出力される。マルチプライア６２，６４の第２入力は、±１の値を有する１２８ビッ
トワラッシュシーケンスが供給される。ワラシュシーケンスは、従来知られているように
、シーケンスをカバーする全ての他のワラッシュに直交するものであり、領域内の他の移
動局へ転送されてくる信号とそれへ転送される信号とを識別するために、移動局により使
用される。
III　フォワードリンクデータの終段
FIG.３は、信号処理の最終段を示している。マルチプライア６２，６４の出力Ｉ，Ｑは、
チャンネルゲイン素子１２９に供給される。チャンネルゲイン素子１２９は、基地局１０
４と移動局１０６との合い第のリンクを閉じるために最高に活用される信号に利得を供給
する。実施形態は、“ＣＤＭＡ形態移動電話システムの転送出力の制御装置と方法”とい
う表題による、本発明の譲渡人へ譲渡され引例として合体された、ＵＳＰ　Ｎｏ．５，０
５６，１０９により記述されるクローズドループの出力制御システムを使用する。このク
ローズドループ出力制御システムにおいて、移動局は、基地局へ移動局から受けた信号の
品質の表示を基地局へ返信し、基地局は、移動局からの信号品質指示に応じて、移動局へ
の転送出力を調整する。
Ｉ信号を調整する利得は、合成手段１２０に供給され、ここでは、Ｉ信号を調節する利得
が、基地局と通信するたの移動局に転送するＩ信号を調節する利得と、転送された信号の
一貫した復調に使用される基準信号とに合成される。合成手段１２０は、マルチプライア
１２１，１２４の第１入力へ供給される。マルチプライア１２１への第２入力は、短ＰＮ
ジェネレータ（ＰＮ I）１５２の出力である。短ＰＮジェネレータ（ＰＮ I）１５２から供
給された短ＰＮコードは、基地局１０４に関連づけられるオフセットに伴うＰＮシーケン
スである。他の基地局は、短ＰＮシーケンスの発生内の異なるＰＮオフセットを使用する
ことになる。マルチプライア１２４の第２入力は、短ＰＮジェネレータ（ＰＮ Q）１５４
の出力である。短ＰＮコードは、ＰＮジェネレータ１５４により与えられ、基地局１０４
に関するオフセットにともなうＰＮシーケンスである。短ＰＮシーケンスは、上述された
ＵＳＰ　Ｎｏ．５，１０３，４５９とＩＳ－９５標準により詳細に述べられている。
Ｑ信号を調整する利得は、合成手段１５０に供給され、ここでは、Ｑ信号を調整する利得
と、基地局と他の移動局との通信のためＱ信号を調整する利得と、転送信号の一貫した復
調に使用される指標信号とが合成される。さもなくば、指標信号は、単独で、ＩかＱのチ
ャネルに転送される。合成手段１５０の出力は、マルチプライア１２２，１２３の第１入
力に供給される。マルチプライア１２２の第２入力は、短ＰＮジェネレータ（ＰＮ I）１
５２の出力である。マルチプライア１２４の第２入力は、短ＰＮジェネレータ（ＰＮ Q）
１５４の出力である。
マルチプライア１２１，１２３は、減算手段１２９に供給され、ここでは、マルチプライ
ア１２１からマルチプライア１２３の出力を引いている。マルチプライア１２２，１２４
の出力は、合成手段１２５に与えられ、ここでは、マルチプライア１２２の出力とマルチ
プライア１２４の出力が合成される。減算手段１２９の出力は、マルチプライア１２６に
与えられ、ここでは、Ｉ要素キャリア信号ｃｏｓ（ω cｔ）により信号が倍増され、この
結果が合成手段１２８に供給される。合成手段１２５の出力は、マルチプライア１２７へ
供給され、ここでは、Ｑ要素キャリア信号ｓｉｎ（ω cｔ）により倍増され、この結果が
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合成手段１２８に供給される。合成手段１２８は、未変換の要素信号を合成して、転送信
号を出力する。
IV．３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域の転送のためのフォワードリンクデータレートセットの前
段処理と中段処理
FIG.４Ａ－４Ｄは、基本チャネル上のレートセット１の可変レートデータの前段処理の他
の実施形態を示しており、基礎チャネルは、３．６８６４Ｍｃｐｓの信号帯域幅で転送が
行われる。模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レート、１／８レー
トが存在する。
FIG.４Ａは、３．６８６４バンドの基本チャネル上の転送のための全レートの前段処理に
ついて示している。模範的な実施形態において、データは、１７２ビットをもっており、
復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２００に供給される。復調フラグジェ
ネレータ２００は、所定数フレームのフレームが将来において、追加チャネル又は複数チ
ャネル上で転送されたデータを含むかどうかを示している。模範的な実施形態において、
復調フラグビットは、将来において、二つのフレームが、基地局１０４が追加チャネルで
移動局１０６にデータを転送するかどうかを示している。
１７３ビットは、次に、周期冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ２０２に供給され、こ
れは、パリティビットと同様に、チェックビットのセットを供給するものである。ＣＲＣ
ビットチェックジェネレータの実施は、従来知られており、その模範的な実施形態は、

と
いう表題の通信産業協会標準ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９５－Ａに詳細に説明されている。
模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ２０２は、フレームのための１１ビット
ＣＲＣを供給している。フレームは、次に、末尾ビットジェネレータ２０４に供給され、
ここでは、末尾ビットのセットがフレームに追加される。模範的な実施形態において、末
尾ビットジェネレータ２０４は、全て０の８ビットデータがフレームに添付される。
末尾ビットジェネレータ２０４からの１９２ビット（１７２ビットの情報、復調フラグ、
１１ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ２０６に供給される。模範
的な実施形態において、エンコーダ２０６は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエ
ラー補正／検出エンコーダである。エンコードされたシンボルは次にインタリーバ２０８
に供給され、ここでは、エンコードされたシンボルを所定のインタリーバフォーマントに
応じて再指令する。模範的な実施形態において、インタリーバ２０８は、ブロックインタ
リーバであり、ここでは、データがロウのバッファに読み込まれ、カラムのバッファに読
み込まれる。さもなくば、インタリーバ２０８は、ビットリバーサルインタリーバ又は回
旋インタリーバである。
インタリーバ２０８の出力は、反復ジェネレータ２１０へ供給される。反復ジェネレータ
２０８の機能は、パケットのビット情報の数に関わらず、出力レートを一定に保つ。例え
ば、 FIG.４Ａ－４Ｄにおて、入力データレートに関わらず、前段処理は、５７６ビットを
含んでいる。従来知られるように、反復が存在するとき、転送出力を軽減することができ
、これは、受信システムは、反復されたシンボルを、転送されたデータの改善された見積
の供給に合わせることができるからである。
エンコードされた３８４ビットのデータは、インタリーバ２０８から反復ジェネレータ２
１０へ供給される。反復ジェネレータ２１０は、コード化されたオリジナルの３８４のシ
ンボルを含むパケットと、更に追加して反復された１９２のコード化されたシンボルを供
給する。模範的な実施形態において、反復ジェネレータ２１０が、擬似的ランダムに選択
された開始位置に従って、反復のスタート位置を選択する。模範的な実施形態において、
擬似ランダムジェネレータ２０９は、反復工程のスタート位置を選択し、これを反復ジェ
ネレータ２１０へ供給する。
FIG.４Ｂは、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域の基本チャネルにおいて、半レートデータの前段
処理を示している。模範的な実施形態において、データは、８０ビットを有しており、復
調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２１２へ供給される。復調フラグジェネ
レータ２００に関して上述したように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ
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）２１２は、所定数のフレームが将来、付加チャネルや複数チャネル上に転送されたデー
タを含むかどうかを示すフラグを発生するものである。
８１ビットのデータは、次に、周期冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ２１４に供給さ
れ、ここでは、ＣＲＣジェネレータ２０２に関して上述したように、パリティビットと同
様の方法でチェックビットのセットを供給する。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェ
ネレータ２１４は、フレームのための１０ビットＣＲＣを供給する。フレームは、次に、
末尾ビットジェネレータ２１６に供給されるものであり、ここでは、末尾ビットのセット
がフレームに付加される。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ２１６は
、フレームに全て０の８ビットデータを添付するものである。
末尾ビットジェネレータ２１６からの９９ビットデータ（８０ビットの情報、復調フラグ
、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ２１８に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ２１８は、１／２レート回旋エンコーダである。さ
もなくば、エンコーダ２１８は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエラー補正／検
出エンコーダである。エンコードされたシンボルは、次に、インタリーバ２２０に供給さ
れ、ここでは、インタリーバ１０に関して上述したように、コード化されたシンボルが所
定のインタリーバフォーマットに応じて再度指令される。
再度指令されたシンボルデータは、次に、反復ジェネレータ２２２に供給される。反復ジ
ェネレータ２２２の機能は、データのレートに関わらずに、出力を一定に保つことである
。反復ジェネレータ２２２は、コード化されたシンボルを１８６回繰り返し、そしてこの
反復シンボルをフレームに追加する。模範的な実施形態において、擬似ランダムに選択さ
れた開始位置に応じて、反復の開始位置を反復工程が選択する。模範的な実施形態におい
て、模擬的乱数ジェネレータ２２１は、反復工程のスタート位置を選択し、この情報を反
復ジェネレータ２２２へ供給する。
FIG.４Ｃは、基本チャネル上の転送の１／４レートの前段処理を示している。１／４レー
トのパケットは、模範的な実施形態において、４０ビットの情報をもっており、これは、
復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２２４へ供給される。復調フラグジェ
ネレータ２００に関する模範的な実施形態に示されるように、復調フラグジェネレータ（
ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２２４は、所定数のフレームが将来において、追加チャネル又は
複数チャネルにおいて転送されるデータが含まれるかどうかを示すフラグを供給するもの
である。
４１ビットのパケットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ２２６に供給
され、ここでは、ＣＲＣジェネレータ２０２に関して上述されたように、パリティビット
と同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態におい
て、ＣＲＣジェネレータ２２６は、フレームに８ビットのＣＲＣを供給する。フレームは
次に、末尾ビットジェネレータ２２８へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットを
フレームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータは、全て０
データである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ２２８からの５７ビット（４０ビットの情報、復調フラグ、８ビ
ットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ２３０に供給される。模範的な実
施形態において、エンコーダ２３０は、１／２レート回旋エンコーダである。さもなくば
、エンコーダ２３０は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー補正／検出
エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ２３２へ供給され、
ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ２０８について説明したように、所
定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ２３４に供給される。反復ジェネレ
ータ２３４は、反復ジェネレータ２１０に関して上述したように、情報ビットのレートに
関わらず、出力レートを一定に保つ。反復ジェネレータ２３４は、出力パケットの中で１
１４ビットを５回反復して、次に、コード化されたシンボルの６ビットを反復する。上述
したように、模範的な実施形態において、反復されるべきパケットの６ビットは、擬似的
ランダムに選択された開始位置により選択され、この開始位置は、擬似ノイズジェネレー
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タ２３３により供給された擬似開始位置に応じて決定される。
FIG.４Ｄは、基本チャネル上の転送の第８レートデータの初段処理を示している。第８デ
ータパケットは、模範的な実施形態において、１６ビットの情報をもっており、復調フラ
グジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２３６に供給される。復調フラグジェネレータ
２００に関して述べたように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）２３６
は、所定数のフレームが将来において追加チャネル又は複数チャネル上で転送データを含
むかどうかを示すフラグを供給する。
１７ビットのパケットは、次に周期情報チェックジェネレータ（ＣＲＣ）２３８に供給さ
れ、これは、ＣＲＣジェネレータ２０２に関して述べられたように、パリティビットに同
様の方法で、チェックビットのセットを供給している。模範的な実施形態において、ＣＲ
Ｃジェネレータ２３８は、フレームのための６ビットのＣＲＣを供給している。このフレ
ームは、次に、末尾ビットジェネレータ２４０に供給され、ここでは、末尾ビットのセッ
トがフレームに付加される。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ２４０
は、全て０の８ビットデータを、フレームに付加する。
末尾ビットジェネレータ２４０からの３１ビットのデータ（１６ビットの情報、復調フラ
グ、６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ２４２に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ２４２は、１／２レートの旋回エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ２４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、又は、他の
エラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは次にインタリーバ２４４
に供給され、ここでは、インタリーバ２０８に関して述べられたように、所定のインタリ
ーバフォーマットに応じて、コード化されたシンボルを再度命令する。
再度命令されたシンボルデータは、次に反復ジェネレータ２４６へ供給される。反復ジェ
ネレータ２４６は、出力パケット内で６２ビットのシンボルを９回反復し、次にコード化
されたシンボルの１８ビットを反復する。上述するように、模範的な実施形態において、
反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ２４５により擬似ランダム的に選択される。
FIG.４Ｅは、転送のフレームデータの中段の処理を示している。全レート、半レート、１
／４レート、１／８レートのための出力パケットが、 FIG.４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄでそれ
ぞれ示されるように、イクスクルーシブ・オア２５２の第１入力へ供給される。長コード
ジェネレータ２５４は、データが転送されるユーザ用の長コードマスクに応じて、拡大コ
ードを供給する。長コードジェネレータ２５４の設計や実施例は、上述したＩＳ－９５標
準によりよく知られている。長コードジェネレータ２５４は、模範的な実施形態において
、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートにおいて長コードを供給する。デシメータ（十進化回路
）２５４は、ＰＮシーケンスを１９．２ｋｓｐｓへ削減する。模範的な実施形態において
、デシメータ２５６は、各シンボル期間の第１チップの選択により、この動作を処理する
。
デシメータ２５６からの削減されたＰＮシーケンスは、イクスクルーシブオア手段２５２
の第２入力へ供給される。攪拌されたパケットは、次に出力制御ビット攪拌素子２５８へ
供給される。移動局１０６の転送出力の調整を示すビットは、従来技術である攪拌技術に
より、攪拌されて攪拌パケットとなる。パケットは、次にマルチプライア／マッピング手
段２６０へ供給される。模範的な実施形態におて、マルチプライア／マッピング手段２６
０は、攪拌された０シンボルを＋１の値にマッピングし、攪拌された１シンボルを－１の
値にマッピングする。マルチプライア／マッピング手段２６０は、次に、二者択一的に、
マッピングされたシンボルをＩとＱの出力へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段２６０からの出力は、マルチプライア２６２，２６４の
第１入力へ供給される。マルチプライア２６２，２６４の第２入力は、±１の値を有する
２５６ビットワラッシュシーケンスが供給される。ワラッシュシーケンスは、従来技術に
知られているシーケンスのように、領域内の他の移動局へ転送される信号からそれへ出力
される信号を識別するために、他のシーケンスをカバーする他の全てのワラッシュに直交
され、移動局により使用されるものである。
上記の FIG.３に記述されているように、信号処理の最終工程が実行される。
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Ｖ．１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域の転送のためのフォワードリンクデータレートの２セット
の初段処理
FIG.５Ａ－５Ｄは、１．２２８８Ｍｃｐｓの信号帯域幅で転送されている基本チャネルに
おけるレートセット２の可変レートデータの可変レートデータの初段処理の第１実施形態
を示している。 FIG.５Ａ－５Ｄに示される可変レートデータのレートデータは、マルチプ
レックス２オプションとしてのＩＳ－９５標準の付属文献に記述されているデータレート
情報に対応している。模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レート、
１／８レートの４つのレートが存在している。
FIG.５Ａは、基本チャネル上の転送のための全レートデータの初段処理を示している。模
範的な実施形態において、データは、２６７ビットを有しており、復調フラグジェネレー
タ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３００に供給される。復調フラグジェネレータ３００は、所
定数のフレームが将来において付属チャネルと複数チャネルとの転送データを含むかどう
かを示すフラグを供給するものである。模範的な実施形態において、復調フラグビットは
、二つのフレームが、基地局１０４が、将来において、更に記載されるべき付加チャネル
上の移動局へデータを転送するかどうかを示している。
２６８ビットのデータは、次に、周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ３０２へ供
給されるものであり、ここでは、パリティビットと同等の方法で、チェックビットのセッ
トを供給する。ＣＲＣビットチェックの実施は、従来知られており、その模範的な実施形
態は、

という表題の通信産業協会標準ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９５－Ａに詳細に説明され
ている。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ３０２は、フレームのための１
２ビットＣＲＣを供給している。フレームは、次に、末尾ビットジェネレータ３０４に供
給され、ここでは、末尾ビットのセットがフレームに追加される。模範的な実施形態にお
いて、末尾ビットジェネレータ３０４は、全て０の８ビットデータがフレームに添付され
る。
末尾ビットジェネレータ３０４からの２８８ビット（２６７ビットの情報、復調フラグ、
１２ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ３０４に供給される。模範
的な実施形態において、エンコーダ３０６は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエ
ラー補正／検出エンコーダである。エンコードされたシンボルは次にインタリーバ３０８
に供給され、ここでは、エンコードされたシンボルを所定のインタリーバフォーマントに
応じて再指令する。模範的な実施形態において、インタリーバ３０８は、ブロックインタ
リーバであり、ここでは、データがロウのバッファに読み込まれ、カラムのバッファに読
み込まれる。さもなくば、インタリーバ３０８は、ビットリバーサルインタリーバ又は回
旋インタリーバである。
インタリーバ３０８の出力は、反復ジェネレータ３１０へ供給される。反復ジェネレータ
３１０の機能は、パケットのビット情報の数に関わらず、出力レートを一定に保つ。 FIG.
５Ａ－５Ｄにおて、入力データレートに関わらず、前段処理は、７６８ビットを含んでい
る。
エンコードされた５７６ビットのデータは、インタリーバ３０８から反復ジェネレータ３
１０へ供給される。反復ジェネレータ３１０は、コード化されたオリジナルの５７６のシ
ンボルを含むパケットと、更に追加して反復された１９２のコード化されたシンボルを供
給する。模範的な実施形態において、反復ジェネレータ３１０が、擬似的ランダムに選択
された開始位置に従って、擬似ランダムジェネレータ３０９により選択された反復のスタ
ート位置を選択する。
FIG.５Ｂは、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域の基本チャネルにおいて、半レートデータの前段
処理を示している。模範的な実施形態において、データは、１２５ビットを有しており、
復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３１２へ供給される。復調フラグジェ
ネレータ３００に関して上述したように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡ
Ｇ）３１２は、所定数のフレームが将来、付加チャネルや複数チャネル上に転送されたデ
ータを含むかどうかを示すフラグを発生するものである。模範的な実施形態において、復
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調フラグビットは、二つのフレームが、将来において、基地局１０４がデータを更に記述
されるべき付加チャネル上の移動局１０６に転送するかどうかを示している。
１２５ビットのデータは、次に、周期冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ３１４に供給
され、ここでは、ＣＲＣジェネレータ３０２に関して上述したように、パリティビットと
同様の方法でチェックビットのセットを供給する。模範的な実施形態において、ＣＲＣジ
ェネレータ３１４は、フレームのための１０ビットＣＲＣを供給する。フレームは、次に
、末尾ビットジェネレータ３１６に供給されるものであり、ここでは、末尾ビットのセッ
トがフレームに付加される。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ３１６
は、フレームに全て０の８ビットデータを添付するものである。
末尾ビットジェネレータ３１６からの１４４ビットデータ（１２５ビットの情報、復調フ
ラグ、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ３１８に供給される
。模範的な実施形態において、エンコーダ２１８は、１／２レート回旋エンコーダである
。さもなくば、エンコーダ３１８は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエラー補正
／検出エンコーダである。エンコードされたシンボルは、次に、インタリーバ３２０に供
給され、ここでは、インタリーバ３０８に関して上述したように、コード化されたシンボ
ルが所定のインタリーバフォーマットに応じて再度指令される。
再度指令されたシンボルデータは、次に、反復ジェネレータ３２２に供給される。反復ジ
ェネレータ３２２の機能は、データのレートに関わらずに、出力を一定に保つことである
。反復ジェネレータ３２２は、コード化されたシンボルを２回繰り返し、追加された２８
８にコード化されたのシンボルの追加の１９２を反復する。模範的な実施形態において、
擬似ランダムに選択された開始位置に応じて、反復ジェネレータ３２２が反復の開始位置
を選択する。模範的な実施形態において、模擬的乱数ジェネレータ３２１は、反復工程の
スタート位置を選択し、この情報を反復ジェネレータ３２２へ供給する。
FIG.４Ｃは、基本チャネル上の転送の１／４レートの前段処理を示している。１／４レー
トのパケットは、模範的な実施形態において、５５ビットの情報をもっており、これは、
復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３２４へ供給される。復調フラグジェ
ネレータ３００に関する模範的な実施形態に示されるように、復調フラグジェネレータ（
ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３２４は、所定数のフレームが将来において、追加チャネル又は
複数チャネルにおいて転送されるデータが含まれるかどうかを示すフラグを供給するもの
である。
５６ビットのパケットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ３２６に供給
され、ここでは、ＣＲＣジェネレータ３０２に関して上述されたように、パリティビット
と同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態におい
て、ＣＲＣジェネレータ３２６は、フレームに８ビットのＣＲＣを供給する。フレームは
次に、末尾ビットジェネレータ３２８へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットを
フレームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータは、全て０
データである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ３２８からの７２ビット（５５ビットの情報、復調フラグ、８ビ
ットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ３３０に供給される。模範的な実
施形態において、エンコーダ３３０は、１／２レート回旋エンコーダである。さもなくば
、エンコーダ３３０は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー補正／検出
エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ３３２へ供給され、
ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ３０８について説明したように、所
定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ３３４に供給される。反復ジェネレ
ータ３３４は、反復ジェネレータ３１０に関して上述したように、情報ビットのレートに
関わらず、出力レートを一定に保つ。反復ジェネレータ３３４は、出力パケットの中で１
１４ビットを５回反復して、次に、コード化されたシンボルの４８ビットを反復する。上
述したように、模範的な実施形態において、反復されるべきパケットの４８ビットは、擬
似的ランダムに選択された開始位置により選択され、この開始位置は、擬似ノイズジェネ
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レータ３３３により供給された擬似開始位置に応じて決定される。
FIG.５Ｄは、基本チャネル上の転送の第８レートデータの初段処理を示している。第８デ
ータパケットは、模範的な実施形態において、２１ビットの情報をもっており、復調フラ
グジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３３６に供給される。復調フラグジェネレータ
３００に関して述べたように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）３３６
は、所定数のフレームが将来において追加チャネル又は複数チャネル上で転送データを含
むかどうかを示すフラグを供給する。模範的な実施形態において、復調フラグビットは、
二つのフレームが、将来において、基地局１０４が追加チャネル上の移動局１０６へデー
タを転送するかどうかを示している。
２２ビットのパケットは、次に周期情報チェックジェネレータ（ＣＲＣ）３３８に供給さ
れ、これは、ＣＲＣジェネレータ３０２に関して述べられたように、パリティビットに同
様の方法でチェックビットのセットを供給している。模範的な実施形態において、ＣＲＣ
ジェネレータ３３８は、フレームのための６ビットのＣＲＣを供給している。このフレー
ムは、次に、末尾ビットジェネレータ３４０に供給され、ここでは、末尾ビットのセット
がフレームに付加される。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ３４０は
、全て０の８ビットデータを、フレームに付加する。
末尾ビットジェネレータ３４０からの３６ビットのデータ（２１ビットの情報、復調フラ
グ、６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ３４２に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ３４２は、１／２レートの旋回エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ３４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、又は、他の
エラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは次にインタリーバ３４４
に供給され、ここでは、インタリーバ３０８に関して述べられたように、所定のインタリ
ーバフォーマットに応じて、コード化されたシンボルを再度命令する。
再度命令されたシンボルデータは、次に反復ジェネレータ３４６へ供給される。反復ジェ
ネレータ３４６の機能は、反復ジェネレータ３１０に関して述べられたように、情報ビッ
トレートに関わらず、出力レートを一定に保つものである。反復ジェネレータ３４６は、
出力パケット内で７２ビットを１０回反復し、次にコード化されたシンボルの４８ビット
を反復する。上述するように、模範的な実施形態において、反復の開始位置は、擬似ノイ
ズジェネレータ３４５により擬似ランダム的に選択される。
FIG.５Ｅは、転送のフレームデータの中段の処理を示している。全レート、半レート、１
／４レート、１／８レートのための出力パケットが、 FIG.５Ａ、５Ｂ、５Ｃ、５Ｄでそれ
ぞれ示されるように、イクスクルーシブ・オア３５２の第１入力へ供給される。長コード
ジェネレータ３５４は、データが転送されるユーザ用の長コードマスクに応じて、拡大コ
ードを供給する。長コードジェネレータ３５４の設計や実施例は、上述したＩＳ－９５標
準によりよく知られている。長コードジェネレータ３５４は、模範的な実施形態において
、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートにおいて長コードを供給する。デシメータ（十進化回路
）２５４は、ＰＮシーケンスを１９．２ｋｓｐｓへ削減する。模範的な実施形態において
、デシメータ２５６は、各シンボル期間の第１チップの選択により、この動作を処理する
。
デシメータ３５６からの削減されたＰＮシーケンスは、イクスクルーシブオア手段３５２
の第２入力へ供給される。攪拌されたパケットは、次に出力制御ビット攪拌素子３５８へ
供給される。移動局１０６の転送出力の調整を示すビットは、従来技術である攪拌技術に
より、攪拌されて攪拌パケットとなる。パケットは、次にマルチプライア／マッピング手
段３６０へ供給される。模範的な実施形態におて、マルチプライア／マッピング手段３６
０は、攪拌された０シンボルを＋１の値にマッピングし、攪拌された１シンボルを－１の
値にマッピングする。マルチプライア／マッピング手段３６０は、次に、二者択一的に、
マッピングされたシンボルをＩとＱの出力へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段３６０からの出力は、マルチプライア３６２，３６４の
第１入力へ供給される。マルチプライア３６２，３６４の第２入力は、±１の値を有して
おり、この値は、二つの１２８ビットワラッシュシーケンスの組合せにより決定され、こ
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れは、“拡大スペクトラム通信システム内の高速データ”という表題の１９９７年１月１
５日出願のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説明されている。ワラッシ
ュシーケンスは、従来技術に知られているシーケンスのように、領域内の他の移動局へ転
送される信号からそれへ出力される信号を識別するために、他のシーケンスをカバーする
他の全てのワラッシュに直交され、移動局により使用されるものである。
信号の処理の最終工程は、 FIG.３に関して上述したように処理されるものである。
VI．１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域の転送のためのフォワードリンクデータレートの二つのセ
ットの前段処理
FIG.６Ａ－６Ｄは、３．６８６４Ｍｃｐｓの信号帯域幅で転送されている基本チャネルに
おける第２レートセットの可変レートデータの可変レートデータの初段処理の第１実施形
態を示している。 FIG.６Ａ－６Ｄに示される可変レートデータのレートデータは、マルチ
プレックス２オプションとしてのＩＳ－９５標準の付属文献に記述されているデータレー
ト情報に対応している。模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レート
、１／８レートの４つのレートが存在している。ここで、会話データや音声データやこの
二つの組合せは、基本チャネルにより転送さえる。
FIG.６Ａは、基本チャネルの転送レートデータの前段処理を示している。データは、模範
的な実施形態において、２６７ビットを有しており、フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　
ＦＬＡＧ）４００へ供給される。復調フラグジェネレータ４００は、所定数のフレームが
将来において付属チャネルや複数チャネルで転送されたデータを含むことができるのかど
うかを判断するフラグを供給する。模範的な実施形態において、復調フラグビットは、二
つのフレームが将来において、更に記述すべき追加チャネル上の移動局へデータを転送す
るかどうかを示している。
２６８ビットのデータは、次に、周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ４０２へ供
給されるものであり、ここでは、パリティビットと同等の方法で、チェックビットのセッ
トを供給する。ＣＲＣビットチェックの実施は、従来知られており、その模範的な実施形
態は、

という表題の通信産業協会標準ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９５－Ａに詳細に説明され
ている。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ４０２は、フレームのための１
２ビットＣＲＣを供給している。フレームは、次に、末尾ビットジェネレータ４０４に供
給され、ここでは、末尾ビットのセットがフレームに追加される。模範的な実施形態にお
いて、末尾ビットジェネレータ４０４は、全て０の８ビットデータがフレームに添付され
る。
末尾ビットジェネレータ４０４からの２８８ビット（２６７ビットの情報、復調フラグ、
１２ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ４０４に供給される。模範
的な実施形態において、エンコーダ４０６は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエ
ラー補正／検出エンコーダである。エンコードされたシンボルは次にインタリーバ４０８
に供給され、ここでは、エンコードされたシンボルを所定のインタリーバフォーマントに
応じて再指令する。模範的な実施形態において、インタリーバ４０８は、ブロックインタ
リーバであり、ここでは、データがロウのバッファに読み込まれ、カラムのバッファに読
み込まれる。さもなくば、インタリーバ４０８は、ビットリバーサルインタリーバ又は回
旋インタリーバである。
FIG.６Ｂは、３．６８８４Ｍｃｐｓ帯域の基本チャネルにおいて、半レートデータの前段
処理を示している。模範的な実施形態において、データは、１２５ビットを有しており、
復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）４１２へ供給される。復調フラグジェ
ネレータ４００に関して上述したように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡ
Ｇ）４１２は、所定数のフレームが将来、付加チャネルや複数チャネル上に転送されたデ
ータを含むかどうかを示すフラグを発生するものである。模範的な実施形態において、復
調フラグビットは、二つのフレームが、将来において、基地局１０４がデータを更に記述
されるべき付加チャネル上の移動局１０６に転送するかどうかを示している。
１２５ビットのデータは、次に、周期冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ４１４に供給
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され、ここでは、ＣＲＣジェネレータ４０２に関して上述したように、パリティビットと
同様の方法でチェックビットのセットを供給する。模範的な実施形態において、ＣＲＣジ
ェネレータ４１４は、フレームのための１０ビットＣＲＣを供給する。フレームは、次に
、末尾ビットジェネレータ４１６に供給されるものであり、ここでは、末尾ビットのセッ
トがフレームに付加される。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ４１６
は、フレームに全て０の８ビットデータを添付するものである。
末尾ビットジェネレータ４１６からの１４４ビットデータ（１２５ビットの情報、復調フ
ラグ、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ４１８に供給される
。模範的な実施形態において、エンコーダ４１８は、１／２レート回旋エンコーダである
。さもなくば、エンコーダ４１８は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエラー補正
／検出エンコーダである。エンコードされたシンボルは、次に、インタリーバ４２０に供
給され、ここでは、インタリーバ４０８に関して上述したように、コード化されたシンボ
ルが所定のインタリーバフォーマットに応じて再度指令される。
再度指令されたシンボルデータは、次に、反復ジェネレータ４２２に供給される。反復ジ
ェネレータ４２２の機能は、データのレートに関わらずに、出力を一定に保つことである
。入力データレートに関わらず、前段処理は、５７６ビットのデータを含んでいる。イン
タリーバ４２０から供給されたコード化された２８８ビットは、反復ジェネレータ４２２
へ供給される。反復ジェネレータ４２２は、コード化されたシンボルを２回繰り返し、追
加された２８８にコード化されたのシンボルの追加の１９２を反復する。模範的な実施形
態において、それぞれの反復の開始位置は、ＰＮジェネレータ４２１により供給される開
始位置に応じて擬似ランダムに選択されたものである。
FIG.６Ｃは、基本チャネル上の転送の１／４レートの前段処理を示している。１／４レー
トのパケットは、模範的な実施形態において、５５ビットの情報をもっており、これは、
復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）４２４へ供給される。復調フラグジェ
ネレータ４００に関する模範的な実施形態に示されるように、復調フラグジェネレータ（
ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）４２４は、所定数のフレームが将来において、追加チャネル又は
複数チャネルにおいて転送されるデータが含まれるかどうかを示すフラグを供給するもの
である。
５６ビットのパケットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ４２６に供給
され、ここでは、ＣＲＣジェネレータ４０２に関して上述されたように、パリティビット
と同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態におい
て、ＣＲＣジェネレータ４２６は、フレームに８ビットのＣＲＣを供給する。フレームは
次に、末尾ビットジェネレータ４２８へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットを
フレームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータは、全て０
データである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ４２８からの７２ビット（５５ビットの情報、復調フラグ、８ビ
ットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ４３０に供給される。模範的な実
施形態において、エンコーダ４３０は、１／２レート回旋エンコーダである。さもなくば
、エンコーダ４３０は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー補正／検出
エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ４３２へ供給され、
ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ４０８について説明したように、所
定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ４３４に供給される。反復ジェネレ
ータ４３４は、反復ジェネレータ４１０に関して上述したように、情報ビットのレートに
関わらず、出力レートを一定に保つ。反復ジェネレータ４３４は、出力パケットの中で１
４４ビットを４回反復する。上述したように、模範的な実施形態において、反復は、擬似
ノイズジェネレータ４３３により決定され擬似的に選択された開始位置に応じて供給され
る。
FIG.６Ｄは、基本チャネル上の転送の第８レートデータの初段処理を示している。第８デ
ータパケットは、模範的な実施形態において、２１ビットの情報をもっており、復調フラ
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グジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）４３６に供給される。復調フラグジェネレータ
３００に関して述べたように、復調フラグジェネレータ（ＤＥＭＯＤ　ＦＬＡＧ）４３６
は、所定数のフレームが将来において追加チャネル又は複数チャネル上で転送データを含
むかどうかを示すフラグを供給する。模範的な実施形態において、復調フラグビットは、
二つのフレームが、将来において、基地局１０４が追加チャネル上の移動局１０６へデー
タを転送するかどうかを示している。
２２ビットのパケットは、次に周期情報チェックジェネレータ（ＣＲＣ）４３８に供給さ
れ、これは、ＣＲＣジェネレータ４０２に関して述べられたように、パリティビットに同
様の方法でチェックビットのセットを供給している。模範的な実施形態において、ＣＲＣ
ジェネレータ４３８は、フレームのための６ビットのＣＲＣを供給している。このフレー
ムは、次に、末尾ビットジェネレータ４４０に供給され、ここでは、末尾ビットのセット
がフレームに付加される。模範的な実施形態において、末尾ビットジェネレータ４４０は
、全て０の８ビットデータを、フレームに付加する。
末尾ビットジェネレータ４４０からの３６ビットのデータ（２１ビットの情報、復調フラ
グ、６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾データ）は、エンコーダ４４２に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ４４２は、１／２レートの旋回エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ４４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、又は、他の
エラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは次にインタリーバ４４４
に供給され、ここでは、インタリーバ４０８に関して述べられたように、所定のインタリ
ーバフォーマットに応じて、コード化されたシンボルを再度命令する。
再度命令されたシンボルデータは、次に反復ジェネレータ４４６へ供給される。反復ジェ
ネレータ４４６の機能は、反復ジェネレータ４２２に関して述べられたように、情報ビッ
トレートに関わらず、出力レートを一定に保つものである。反復ジェネレータ４４６は、
出力パケット内で７２ビットを８回反復する。上述するように、模範的な実施形態におい
て、反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ４４５により擬似ランダム的に選択され
る。
FIG.６Ｅは、転送のフレームデータの中段の処理を示している。全レート、半レート、１
／４レート、１／８レートのための出力パケットが、 FIG.６Ａ、６Ｂ、６Ｃ、６Ｄでそれ
ぞれ示されるように、イクスクルーシブ・オア４５２の第１入力へ供給される。長コード
ジェネレータ４５４は、データが転送されるユーザ用の長コードマスクに応じて、拡大コ
ードを供給する。長コードジェネレータ４５４の設計や実施例は、上述したＩＳ－９５標
準によりよく知られている。長コードジェネレータ４５４は、模範的な実施形態において
、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートにおいて長コードを供給する。デシメータ（十進化回路
）４５６は、ＰＮシーケンスを１９．２ｋｓｐｓへ削減する。模範的な実施形態において
、デシメータ４５６は、各シンボル期間の第１チップの選択により、この動作を処理する
。
デシメータ４５６からの削減されたＰＮシーケンスは、イクスクルーシブオア手段４５２
の第２入力へ供給される。攪拌されたパケットは、次に出力制御ビット攪拌素子４５８へ
供給される。移動局１０６の転送出力の調整を示すビットは、従来技術である攪拌技術に
より、攪拌されて攪拌パケットとなる。パケットは、次にマルチプライア／マッピング手
段４６０へ供給される。模範的な実施形態におて、マルチプライア／マッピング手段４６
０は、攪拌された０シンボルを＋１の値にマッピングし、攪拌された１シンボルを－１の
値にマッピングする。マルチプライア／マッピング手段４６０は、次に、二者択一的に、
マッピングされたシンボルをＩとＱの出力へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段４６０からの出力は、マルチプライア４６２，４６４の
第１入力へ供給される。マルチプライア４６２，４６４の第２入力は、±１の値を有して
おり、この値は、二つの１２８ビットワラッシュシーケンスの組合せにより決定され、こ
れは、“拡大スペクトラム通信システム内の高速データ”という表題の１９９７年１月１
５日出願のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説明されている。ワラッシ
ュシーケンスは、従来技術に知られているシーケンスのように、領域内の他の移動局へ転
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送される信号からそれへ出力される信号を識別するために、他のシーケンスをカバーする
他の全てのワラッシュに直交され、移動局により使用されるものである。
信号の処理の最終工程は、 FIG.３に関して上述したように処理されるものである。
VII．１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域の転送のためのフォワードリンク追加チャネルでの処理
FIG.７は、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域の追加チャネルでの模範的な実施形態を示している
。デジタルデータのパケットは、ＣＲＣジェネレータ５００の入力へ供給されている。模
範的な実施形態において、パケットは、各２０ｍｓごとに１回の率で供給される。情報ビ
ットのパケットは、データの２１，４５，９３，１８９，３８１又は７６５オクテット（
８ビットグルーピング）を含んでいる。ＣＲＣジェネレータ５００は、１６周期の冗長チ
ェックビットのセットを供給し、これらをパケットに付与する。ＣＲＣジェネレータ５０
０の出力は、末尾ビットジェネレータ５０２に供給される。模範的な実施形態において、
末尾ビットジェネレータは、パケット、８ビットの全データ０の末尾ビットを供給する。
末尾ビットジェネレータ５０２の出力は、エンコーダ５０４データを供給される。模範的
な実施形態において、エンコーダ５０４は、強制長９ビットを伴う１／２レート回旋エン
コーダである。さもなくば、エンコーダ５０４は、リード・ソロモン・エンコーダ等の異
なるエンコーダである。エンコーダ５０４からのコード化されたシンボルは、インタリー
バ５０６に供給され、これは、所定の与えられたフォーマットに応じたコード化されたシ
ンボルに再度命令するものである。模範的な実施形態において、インタリーバ５０６は、
回旋又はビット反転のインタリーバが同様に実現可能であるが、ブロックインタリーバで
ある。
インタリーバ５０６の出力は、イクスクルーシブオワ５０８の第１入力端へ供給される。
長コードジェネレータ５１０は、依然記述されたように、データを攪拌する長ＰＮ拡大コ
ードである。長ＰＮコードは、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートの際に、デシメータ５１２
に供給され、ここでは、シーケンスのレートを、イクスクルーシブオア５０８の第１入力
端へ供給されたコード化されたシンボルのレートへ減少させるものである。
イクスクルーシブオア５０８の出力は、マルチプライア／マッピング手段５１４に供給さ
れる。模範的な実施形態において、マルチプライア／マッピング手段５１４は、攪拌され
た０シンボルを＋１の値にマッピングし、そして攪拌された１シンボルを－１の値にマッ
ピングする。マルチプライア／マッピング手段５１４は、次に、さもなくば、マッピング
されたシンボルをＩ、Ｑ出力へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段５１４からの出力は、マルチプライア５１６，５１８の
第１入力へ出力される。マルチプライア５１６，５１８の第２入力は、±１の値を有する
２５６ビットワラッシュシーケンスが供給される。ワラシュシーケンスは、“拡大スペク
トラム通信システム内の高速データ”という表題の１９９７年１月１５日出願のＵＳＰ　
Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説明されている。入力フレームが、２１，４５
，９３，１８９，３８１，７６５オクテットで構成されるとき、拡張シーケンスは、それ
ぞれ１２８，６４，３２，１６，８，４ビットワラッシュで構成されている。
信号の処理の最終工程は、 FIG.３に関して上述したように処理されるものである。
VIII．３．３８６４Ｍｃｐｓ帯域の転送のフォワードリンクデータレートの２セットの前
段処理
FIG.８は、３．３８６４Ｍｃｐｓ帯域の追加チャネルでの模範的な実施形態を示している
。デジタルデータのパケットは、ＣＲＣジェネレータ６００の入力へ供給されている。模
範的な実施形態において、パケットは、各２０ｍｓごとに１回の率で供給される。情報ビ
ットのパケットは、データの３３，６９，１４１，２８５，５７３，１１４９又は２３０
１オクテットを含んでいる。ＣＲＣジェネレータ６００は、１６周期の冗長チェックビッ
トのセットを供給し、これらをパケットに付与する。ＣＲＣジェネレータ６００の出力は
、末尾ビットジェネレータ６０２に供給される。模範的な実施形態において、末尾ビット
ジェネレータは、パケットへ、８ビットの全データ０の末尾ビットを供給する。
末尾ビットジェネレータ６０２の出力は、エンコーダ６０４へデータを供給される。模範
的な実施形態において、エンコーダ６０４は、強制長９ビットを伴う１／２レート回旋エ
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ンコーダである。さもなくば、エンコーダ６０４は、リード・ソロモン・エンコーダ等の
異なるエンコーダである。エンコーダ６０４からのコード化されたシンボルは、インタリ
ーバ６０６に供給され、これは、所定の与えられたフォーマットに応じたコード化された
シンボルに再度命令するものである。模範的な実施形態において、インタリーバ６０６は
、回旋又はビット反転のインタリーバが同様に実現可能であるが、ブロックインタリーバ
である。
インタリーバ６０６の出力は、イクスクルーシブオワ６０８の第１入力端へ供給される。
長コードジェネレータ６１０は、依然記述されたように、データを攪拌する長ＰＮ拡大コ
ードである。長ＰＮコードは、３．６８６４Ｍｃｐｓのレートの際に、デシメータ６１２
に供給され、ここでは、シーケンスのレートを、イクスクルーシブオア６０８の第１入力
端へ供給されたコード化されたシンボルのレートへ減少させるものである。
イクスクルーシブオア６０８の出力は、マルチプライア／マッピング手段６１４に供給さ
れる。模範的な実施形態において、マルチプライア／マッピング手段６１４は、攪拌され
た０シンボルを＋１の値にマッピングし、そして攪拌された１シンボルを－１の値にマッ
ピングする。マルチプライア／マッピング手段６１４は、次にさもなくば、マッピングさ
れたシンボルをＩ、Ｑ出力へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段６１４からの出力は、マルチプライア６１６，６１８の
第１入力へ出力される。マルチプライア６１６，６１８の第２入力は、±１の値を有する
２５６ビットワラッシュシーケンスが供給される。ワラシュシーケンスは、“拡大スペク
トラム通信システム内の高速データ”という表題の１９９７年１月１５日出願のＵＳＰ　
Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説明されている。入力フレームが、３３，６９
，１４１，２８５，５７３，１１４９，２１３０１オクテットで構成されるとき、拡張シ
ーケンスは、それぞれ２５６，１２８，６４，３２，１６，８，４ビットワラッシュで構
成されている。
信号の処理の最終工程は、 FIG.３に関して上述したように処理されるものである。
IX．回路スイッチドモードにおいて、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域での転送の追加チャネル
フォワードリンクの前段処理
FIG.９は、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域の追加チャネルでの模範的な実施形態を示しており
、空中を越えるデータレートは、固定された標準レートとなる。これは、空中発振器をパ
ケットで満たすための反復ジェネレータを提供することにより実現する。デジタルデータ
のパケットは、ＣＲＣジェネレータ７００へ供給される。模範的な実施形態において、パ
ケットは、２０ｍｓに一度の率で供給される。この情報ビットのパケットは、７２，８４
，１６０，３６０，７２０オクテットを含んでいる。ＣＲＣジェネレータ７００は、１６
周期冗長チェックビットのセットを発生し、これらをパケットに付与する。ＣＲＣジェネ
レータ７００の出力は、末尾ビットジェネレータ７０２に供給される。模範的な実施形態
において、末尾ビットジェネレータは、パケットへ、８ビットの全データ０の末尾ビット
を供給する。
末尾ビットジェネレータ７０２の出力は、エンコーダ７０４へ供給される。エンコーダ７
０４は、エラー検出と補正を供給するデータをコード化する。模範的な実施形態において
、エンコーダ７０４は、強制長９をもつ１／２レートの回旋エンコーダである。さもなく
ば、エンコード７０４は、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエラー補正／検出エン
コーダである。エンコーダ７０４からのエンコードされたシンボルは、次にインタリーバ
７０６に供給され、ここでは、インタリーバ７０６について既に記載されたような所定の
インタリービングのフォーマットに応じて、コード化されたシンボルを再度要求する。模
範的な実施形態において、インタリーバ７０６は、ブロックインタリーバであるが、回旋
又はビット反転インタリーバも同様に実施可能である。
インタリーバ７０６の出力は、反復ジェネレータ７０７へ供給される。反復ジェネレータ
７０７は、フレームを満たすために、再度命令されたシンボルの第１バージョンと、これ
らのシンボルのサブセットである第２バージョンとを含むパケットを供給する。模範的な
実施形態において、反復ジェネレータ７０７は、入力パケットが７２オクテットと１４４
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シンボルとを有していたとき、入力パケットが１６０オクテットと３３６シンボルを有し
ていたとき、入力パケットが３６０オクテットと７２０シンボルを含んでいたとき、更に
入力パケットが７２０オクテットを含んでいたとき、反復ジェネレータ７０７は、３３６
シンボルを含むコード化されたシンボルの反復されたサブセットを追加する。模範的な実
施形態において、反復されたシンボルのサブセットは、ＰＮジェネレータ７０５により供
給された擬似ランダムに選択された開始位置に応じて選択されるものである。
反復ジェネレータ７０７からの出力は、イクスクルーシブオア７０８の第１入力端へ供給
される。長コードジェネレータ７１０は、既に記載されたように、データを攪拌するべく
、ＰＮ拡張コードに沿って供給する。長ＰＮコードは、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートに
て、十進数化回路７１２へ供給され、これにより、シーケンスのレートを、イクスクルー
シブオア回路５０８の第１入力へ供給されるコード化されたシンボルの率へ減少させる。
イクスクルーシブオア７０８の出力は、マルチプライア／マッピング手段７１４へ供給さ
れる。模範的な実施形態において、マルチプライア／マッピング手段は、攪拌された０シ
ンボルを＋１の値にマッピングし、そして攪拌された１シンボルを－１の値にマッピング
する。マルチプライア／マッピング手段７１４は、次に、さもなくばマップ化されたシン
ボルをＩとＱの出力端子へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段７１４からの出力は、マルチプライア７１６，７１８の
第１入力端へ供給される。マルチプライア７１６，７１８の第２入力は、±１の値を有し
ており、この値は、二つの１２８ビットワラッシュシーケンスの組合せにより決定され、
これは、“拡大スペクトラム通信システム内の高速データ”という表題の１９９７年１月
１５日出願のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説明されている。入力フ
レームが７２，８４，１６０，３６０，７２０オクテットからなるとき、拡張シーケンス
は、６４，３２，１６，８，４ビットワラッシュシーケンスをそれぞれ有している。
信号の処理の最終工程は、 FIG.３に関して上述したように処理されるものである。
Ｘ．回路スイッチドモードの３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域の転送のためのフォワードリンク
補足チャンネルの前段処理
FIG.１０は、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域でのフォワードリンク補足チャンネルのその他の
実施形態を示している。これは、空中発振器を越えるパケットを満たすために反復ジェネ
レータが供給することにより成し遂げられる。デジタルデータのパケットは、ＣＲＣジェ
ネレータ８００の入力端へ供給される。模範的な実施形態において、パケットは、２０ｍ
ｓごとのレートで供給される。情報ビットのパケットは、７，８４，１６０，３６０，７
２０，９６０，１２８０，１４４０オクテットを含む。ＣＲＣジェネレータ８００は、１
６サイクル余剰チェックビットのセットを供給し、これらをパケットへ追加する。ＣＲＣ
ジェネレータ８００の出力は、末尾ビットジェネレータ８０２へ供給される。模範的な実
施形態において、末尾ビットジェネレータ８０２は、８ビットの全てゼロの末尾データを
パケットに付加する。
末尾ビットジェネレータ８０２の出力は、エンコーダ８０４へ供給されるデータである。
エンコーダ８０４は、エラー検出と補正を供給するデータをエンコードする。模範的な実
施形態において、エンコーダ８０４は、強制的な長さ９を伴う１／２レートの回旋エンコ
ーダである。さもなくば、エンコーダ８０４は、リード・ソロモン・エンコーダ等の異な
るエンコーダである。エンコーダ８０４からのエンコードされたシンボルは、次にインタ
リーバ２０８に供給され、ここでは、エンコードされたシンボルを所定のインタリーバフ
ォーマントに応じて再指令する。模範的な実施形態において、インタリーバ８０６は、ブ
ロックインタリーバであり、回旋又はビット反転インタリーバは、平等に本発明に適用す
ることが可能である。
インタリーバ８０６の出力は、反復ジェネレータ７０７へ供給される。反復ジェネレータ
８０７は、フレームを満たすために、再度命令されたシンボルの第１バージョンと、これ
らのシンボルのサブセットである第２バージョンとを含むパケットを供給する。模範的な
実施形態において、反復ジェネレータ８０７は、入力パケットが７２オクテットと１４４
シンボルとを有していたとき、入力パケットが１６０オクテットと３３６シンボルを有し
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ていたとき、入力パケットが３６０オクテットと７２０シンボルを含んでいたとき、更に
入力パケットが７２０オクテットを含んでいたとき、反復ジェネレータ８０７は、１１０
４シンボルを含むコード化されたシンボルの反復されたサブセットを追加する。模範的な
実施形態において、反復されたシンボルのサブセットは、ＰＮジェネレータ８０５により
供給された擬似ランダムに選択された開始位置に応じて選択されるものである。
反復ジェネレータ８０７からの出力は、イクスクルーシブオア８０８の第１入力端へ供給
される。長コードジェネレータ８１０は、既に記載されたように、データを攪拌するべく
、ＰＮ拡張コードに沿って供給する。長ＰＮコードは、１．２２８８Ｍｃｐｓのレートに
て、十進数化回路８１２へ供給され、これにより、シーケンスのレートを、イクスクルー
シブオア回路８０８の第１入力へ供給されるコード化されたシンボルの率へ減少させる。
イクスクルーシブオア８０８の出力は、マルチプライア／マッピング手段８１４へ供給さ
れる。模範的な実施形態において、マルチプライア／マッピング手段は、攪拌された０シ
ンボルを＋１の値にマッピングし、そして攪拌された１シンボルを－１の値にマッピング
する。マルチプライア／マッピング手段８１４は、次に、さもなくばマップ化されたシン
ボルをＩとＱの出力端子へ出力する。
マルチプライア／マッピング手段８１４からの出力は、マルチプライア８１６，８１８の
第１入力端へ供給される。マルチプライア８１６，８１８の第２入力は、±１の値を有し
ており、この値は、二つの１２８ビットワラッシュシーケンスの組合せにより決定され、
これは、“拡大スペクトラム通信システム内の高速データ”という表題の１９９７年１月
１５日出願のＵＳＰ　Ｎｏ．０８／７８４，２８１により詳細に説明されている。入力フ
レームが７２，８４，１６０，３６０，７２０オクテットからなるとき、拡張シーケンス
は、６４，３２，１６，８，４ビットワラッシュシーケンスをそれぞれ有している。
信号の処理の最終工程は、 FIG.３に関して上述したように処理されるものである。
ＸＩ．リバースリンクのワラッシュ・カバーリングとＰＮ拡張
FIG.１１は、リバースリンクのための中段の信号処理を示している。この方法は、“高速
データレートＣＤＭＡワイヤレス通信システム”という表題で１９９６年３月２８日のＵ
ＳＰ　Ｎｏ．０８／６５４，４４３と、“平均転送出力高速データレートＣＤＭＡワイヤ
レス通信システムのための減衰されたピーク”という表題で１９９６年６月７日出願のＵ
ＳＰ　Ｎｏ．０８／６６０，４３８により詳細に説明されており、本発明の譲渡人へ譲渡
されており、引例として本発明と合体されている。模範的な実施形態において、移動局は
基地局へ三つの分離したサブチャネル上でデータ転送し、ここでは、短直交コードにより
その他のものと区別される。異なる移動局からの転送は、従来技術に知られたように、擬
似コード特徴により区別される。
高速デジタルデータは、パッピング手段８５０に供給され、ここでは、模範的な実施形態
において、二進数“０”は値＋１に、二進数“１”は値－１にマッピングする。マッピン
グされたデータのストリームは、次にマルチプライア８５２の第１入力端に供給される。
マルチプライア８５２の第２入力端は、４つのビットウォルシュシーケンス（＋＋…）が
供給され、これは、移動局により転送される情報の他のチャネルからデータチャネルを区
別するものである。
マルチプライア８５２からの出力は、チャネルゲイン調整手段８５４に供給される。模範
的な実施形態において、各チャンネルのゲインが、対応のゲイン調整手段（８５４，８５
８，８６０）により制御され、これにより、許容可能な受信信号の品質の相違を可能とす
る。チャネルゲイン調整手段８５４の出力は、マルチプライア８７０，８７２の第１入力
端へ供給される。マルチプライア８７０の第２入力端は、マルチプライア８６４の出力が
供給される。マルチプライア８６４は、すでに述べられた長ＰＮコードを、短二次元ＰＮ
コード（ＰＮ I）で掛け算する。マルチプライア８７２の第２入力端は、マルチプライア
８６６の出力が供給される。マルチプライア８６４は、前出の長ＰＮコードを短二次元Ｐ
Ｎコード（ＰＮ Q）で掛け算する。
指標（ pilot）チャネル信号は、従来知られている発生（ generation）、供給され、出力
制御とデータチャネルの一貫した復調を可能とする。±１の値をもつ指標チャネルは、ゲ
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イン調整手段に供給され、上述したように、ここでは、指標チャネルの利得を調節する。
ゲイン調節手段８６０の出力は、イクスクルーシブオア８６２の第１入力端へ供給される
。
出力制御ビットは±１の値をもち、これは、移動局への転送出力の増加又は減少を基地局
へ要求するものである。出力制御ビットは、ゲイン調整手段８５８に供給され、ここでは
、出力制御のゲインが調整される。ゲイン調整手段８５８からのゲイン調整信号は、イク
スクルーシブオア８６２にの第２入力に供給される。イクスクルーシブオア手段８６２の
出力は、マルチプライア８６８，８７４の第１入力端へ供給される。マルチプライア８６
８，８７４の第２入力端は、マルチプライア８６４，８６６の出力へとそれぞれ供給され
る。
マルチプライア８６８は、減算手段８７６の第１入力端へ供給される。減算手段８７６の
減算の入力として、マルチプライア８７２の出力が供給される。減算手段８７６の出力が
、転送のための増幅、変換（ upconversion）、フィルタリングのために供給される。マル
チプライア８７０は、合計手段８７８の第１入力端へ供給される。合計手段８７８の第２
入力端には、マルチプライア８７４の出力が供給される。合計手段８７８からの最終的な
合計信号は、遅延素子８８０に供給され、ここでは、半チップ遅延を供給し、ＩとＱとの
合成でのゼロクロッシングの数を減少させ、これにより、それに由来する増幅時の非直線
性を減少させる。
Ｘ II．１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域での転送のリバースリンクの前段処理
FIG.１２Ａ－１２Ｄは、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域でのリバースリンク上の転送のための
デジタルデータの前段処理の可変レートデータの前段処理を示している。フォワードリン
クに関して上述したように、模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レ
ート、１／８レートの４つのレートがある。
FIG.１２Ａは、リバースリンク転送の全レートの前段処理を示している。全レートデータ
パケットは、１７２ビットがエラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ９００へ
供給される。エラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ９００は、２ビットメッ
セージを発生する。第１ＥＩＢは、フォワードリンク基本チャネルで最後に転送されたパ
ケットが移動局で正確に受信されたかどうかを示している。第２ＥＩＢは、フォワードリ
ンク追加チャネルで最後に転送されたパケットが移動局で正確に受信されたかどうかを示
している。
１７４ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ９０２に供給され、こ
こでは、パリティビットと同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。
模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ９０２は、フレームに１２ビットのＣＲ
Ｃを供給する。フレームは次に、末尾ビットジェネレータ９０４へ供給され、ここでは、
この末尾ビットのセットをフレームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビッ
トジェネレータは、全て０データである８ビットデータをフレームに付加するものである
。
末尾ビットジェネレータ９０４からの１９４ビット（１７２ビットの情報、２つのＥＩＢ
ｓ、１２ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ９０６に供給される。
模範的な実施形態において、エンコーダ９０６は、１／２レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ９０６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー
補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ９０８へ
供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングのフォーマッ
トに応じて再度命令される。模範的な実施形態において、インタリーバ９０８は、ビット
反転インタリーバ又は回旋インタリーバである。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ９１０に供給される。反復ジェネレ
ータ９１０の機能は、反復ジェネレータ４１０に関して上述したように、情報ビットのレ
ートに関わらず、出力レートを一定に保つ。前段処理の出力は、入力データレートにかか
わらず、６１４４ビットを含んでいる。インタリーバ９０８からのコード化された７７６
ビットは、反復ジェネレータ９１０へ供給される。反復ジェネレータ４２２は、出力パケ
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ットの中でコード化されたシンボルを７回反復し、コード化された７７６のシンボルの７
１２のシンボルを反復する。上述したように、反復は、擬似ノイズジェネレータ９１１に
より決定され擬似的に選択された開始位置に応じて供給される。
FIG.５Ｂは、リバースリンク上の転送の１／２レートデータの前段処理を示している。模
範的な実施形態において、８０ビットをもつデータは、ＥＩＢジェネレータ９０２に供給
される。ＥＩＢジェネレータ９００について述べたように、ＥＩＢジェネレータ９１２は
、二つのビット信号を供給し、この信号は、基本チャネルと追加チャネルとにより受信さ
れ復号化された最後のパケットが、正確に受信されたかどうかを示している。
８２ビットは、次に、周期的チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ９１４に供給され、ここで
は、パリティビットと同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。模範
的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ９１４は、フレームに１０ビットのＣＲＣを
供給する。フレームは次に、末尾ビットジェネレータ９１６へ供給され、ここでは、この
末尾ビットのセットをフレームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジ
ェネレータ９１６は、全て０データである８ビットデータをフレームに付加するものであ
る。
末尾ビットジェネレータ９１６からの１００ビット（８０ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ９１８に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ９１８は、１／４レート回旋エンコーダである。さ
もなくば、エンコーダ９１８は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー補
正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ９２０へ供
給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングのフォーマット
に応じて再度命令される。模範的な実施形態において、インタリーバ９０８は、ビット反
転インタリーバ又は回旋インタリーバである。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ９２２に供給される。反復ジェネレ
ータ９２２の機能は、反復ジェネレータ４１０に関して上述したように、情報ビットのレ
ートに関わらず、出力レートを一定に保つ。前段処理の出力は、入力データレートにかか
わらず、６１４４ビットを含んでいる。インタリーバ９２０からのコード化された４００
ビットは、反復ジェネレータ９２２へ供給される。反復ジェネレータ９２２は、出力パケ
ットの中でコード化されたシンボルを１５回反復し、コード化された４００ビットのシン
ボルの１４４ビットを反復する。上述したように、反復の開始位置は、ＰＮジェネレータ
９２１により供給された擬似ランダムに選択された開始位置に応じて選択されるものであ
る。
FIG.６Ｃは、リバースリンクの転送のための１／４レートデータの前段処理を示している
。１／４レートデータパケットは、４０ビットのＥＩＢジェネレータ９２４へ供給される
情報を有している。ＥＩＢジェネレータ９００に関して上述したように、ＥＩＢジェネレ
ータ９２４は、２ビットメッセージを供給し、このメッセージは、移動局によりデコード
された最後のフレームが正確にデコードされたかどうかを示している。
４２ビットは、次に、周期的チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ９２６に供給され、ＣＲＣ
ジェネレータ９０２で上述したように、ここでは、パリティビットと同様の方法でチェッ
クビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレー
タ９２６は、フレームに８ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビットジェ
ネレータ９２８へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに付加する。
模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ９２８は、全て０データである８
ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ９２８からの５８ビット（４０ビットの情報、２つのＥＩＢｓ、
８ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ９３０に供給される。模範的
な実施形態において、エンコーダ９３０は、１／４レート回旋エンコーダである。さもな
くば、エンコーダ９３０は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー補正／
検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ９３２へ供給さ
れ、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ９０８に関して述べたように、
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所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ９３４に供給される。反復ジェネレ
ータ９３４の機能は、反復ジェネレータ９１０に関して上述したように、情報ビットのレ
ートに関わらず、出力レートを一定に保つ。反復ジェネレータ９３４は、出力パケットの
中で２３２ビットを２６回反復し、選択されたコード化された２３２ビットのシンボルの
１１２ビットを反復する。上述したように、模範的な実施形態において、反復は、擬似ノ
イズジェネレータ９３３により決定された開始位置に応じて与えられるものである。
FIG.１２Ｄは、リバースリンクの転送のための１／８レートデータの前段処理を示してい
る。１／８レートデータパケットは、模範的な実施形態において、１６ビットのＥＩＢジ
ェネレータ９３６へ供給される情報を有している。ＥＩＢジェネレータ９００に関して上
述したように、ＥＩＢジェネレータ９３６は、２ビットメッセージを供給し、このメッセ
ージは、フォーワードリンクの基本チャネル及び追加チャネルにより受信したフレームが
、確実に受信できているかを示すものである。
１８ビットパケットは、次に周期的チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ９３８に供給され、
ＣＲＣジェネレータ９０２で上述したように、ここでは、パリティビットと同様の方法で
チェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェ
ネレータ９３８は、フレームに６ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビッ
トジェネレータ９４０へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに付加
する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ９４０は、全て０データで
ある８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ９４０からの３２ビット（１６ビットの情報、２つのＥＩＢｓ、
６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ９４２に供給される。模範的
な実施形態において、エンコーダ９４２は、１／４レート回旋エンコーダである。さもな
くば、エンコーダ９４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー補正／
検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ９４４へ供給さ
れ、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ９０８に関して述べたように、
所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ９４６に供給される。反復ジェネレ
ータ９４６は、出力パケットの中で１２８ビットを４８回反復する。上述したように、模
範的な実施形態において、反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ９３３により決定
された開始位置に応じて選択されるものである。
Ｘ III．回路スイッチモードで１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域での転送のフォワードリンクの
追加チャネルでの前段処理
FIG.１３Ａ－１３Ｄは、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域でのリバースリンク上の転送のための
デジタルデータの前段処理の可変レートデータの前段処理を示している。フォワードリン
クに関して上述したように、模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レ
ート、１／８レートの４つのレートがある。
FIG.１３Ａは、リバースリンク転送の全レートの前段処理を示している。全レートデータ
パケットは、１７２ビットがエラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１０００
へ供給される。エラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１０００は、２ビット
メッセージを発生する。第１ＥＩＢは、フォワードリンク基本チャネルで最後に転送され
たパケットが移動局で正確に受信されたかどうかを示している。第２ＥＩＢは、フォワー
ドリンク追加チャネルで最後に転送されたパケットが移動局で正確に受信されたかどうか
を示している。
１７４ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１００２に供給され、
ここでは、パリティビットと同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである
。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ１００２は、フレームに１２ビットの
ＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビットジェネレータ１００４へ供給され、ここ
では、この末尾ビットのセットをフレームに付加する。模範的な実施形態においては、末
尾ビットジェネレータ１００４は、全て０データである８ビットデータをフレームに付加
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するものである。
末尾ビットジェネレータ１００４からの１９４ビット（１７２ビットの情報、２つのＥＩ
Ｂｓ、１２ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１００６に供給され
る。模範的な実施形態において、エンコーダ１００６は、１／４レート回旋エンコーダで
ある。さもなくば、エンコーダ１００６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他
のエラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ
１００８へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングの
フォーマットに応じて再度命令される。模範的な実施形態において、インタリーバ１００
８は、ビット反転インタリーバ又は回旋インタリーバである。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１０１０に供給される。反復ジェネ
レータ１０１０の機能は、反復ジェネレータ４１０に関して上述したように、情報ビット
のレートに関わらず、出力レートを一定に保つ。前段処理の出力は、入力データレートに
かかわらず、６１４４ビットを含んでいる。インタリーバ１００８からのコード化された
７７６ビットは、反復ジェネレータ１０１０へ供給される。反復ジェネレータ１０１０は
、出力パケットの中でコード化されたシンボルを７回反復する。上述したように、反復は
、擬似ノイズジェネレータ１００９により決定され擬似的に選択された開始位置に応じて
供給される。反復ジェネレータ１０１０からの出力は、反復ジェネレータ１０１１へ供給
され、ここでは、パケットが３回繰り返される。模範的な実施形態において、反復は、Ｐ
Ｎジェネレータ１００９により擬似ランダムに選択された新たな開始位置により開始され
る。
FIG.１３Ｂは、リバースリンク上の転送の１／２レートデータの前段処理を示している。
模範的な実施形態において、８０ビットをもつデータは、ＥＩＢジェネレータ１０１２に
供給される。ＥＩＢジェネレータ１０００について述べたように、ＥＩＢジェネレータ１
０１２は、二つのビット信号を供給し、この信号は、基本チャネルと追加チャネルとによ
り受信され復号化された最後のパケットが、正確に受信されたかどうかを示している。
８２ビットは、次に、周期的チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１０１４に供給され、ここ
では、パリティビットと同様の方法で、ＣＲＣジェネレータ１００２に関して上述したよ
うに、チェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲ
Ｃジェネレータ１０１４は、フレームに１０ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に
、末尾ビットジェネレータ１０１６へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフ
レームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１０１６は、
全て０データである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１０１６からの１００ビット（８０ビットの情報、２つのＥＩＢ
ｓ、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１１１８に供給される
。模範的な実施形態において、エンコーダ１０１８は、１／４レート回旋エンコーダであ
る。さもなくば、エンコーダ１０１８は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他の
エラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ９
２０へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングのフォ
ーマットに応じて再度命令される。模範的な実施形態において、インタリーバ１００８は
、ビット反転インタリーバ又は回旋インタリーバである。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１０２２に供給される。反復ジェネ
レータ１０２２は、コード化されたシンボルを１５回反復し、コード化された４００ビッ
トのシンボルの１４４ビットを反復する。上述したように、反復の開始位置は、ＰＮジェ
ネレータ１０２３により供給された擬似ランダムに選択された開始位置に応じて選択され
るものである。反復ジェネレータ１０２２の出力は、反復ジェネレータ１０２３に供給さ
れ、ここでは、パケットを３回反復する。模範的な実施形態において、各反復は、擬似ラ
ンダムにＰＮジェネレータ１０２１により選択されたスタート位置により開始する。
FIG.１３Ｃは、リバースリンクの転送のための１／４レートデータの前段処理を示してい
る。１／４レートデータパケットは、模範的な実施形態において、４０ビットのＥＩＢジ
ェネレータ１０２４へ供給される情報を有している。ＥＩＢジェネレータ１０００に関し
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て上述したように、ＥＩＢジェネレータ１０２４は、２ビットメッセージを供給し、この
メッセージは、移動局によりコード化された最後のフレームが正しく復号化されたかどう
かを示すものである。
４２ビットパケットは、次に周期的チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１０２６に供給され
、ＣＲＣジェネレータ１０２６で上述したように、ここでは、パリティビットと同様の方
法でチェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣ
ジェネレータ１００２は、ＣＲＣジェネレータ１０２６は、８ビットＣＲＣを供給する。
フレームは次に、末尾ビットジェネレータ１０２８へ供給され、ここでは、この末尾ビッ
トのセットをフレームに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレー
タ１０２８は、全て０データである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１０２８からの５８ビット（４０ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、８ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１０３０に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ１０３０は、１／４レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ１０３０は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラ
ー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１０３
２へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１００８に関して述
べたように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１０３４に供給される。反復ジェネ
レータ１０３４は、出力パケットの中で２３２ビットを１１２回反復する。上述したよう
に、模範的な実施形態において、反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ１０３３に
より決定された開始位置に応じて選択されるものである。反復ジェネレータ１０３３は、
反復ジェネレータ１０３５へ供給され、ここでは、フレームが３回繰り返される。模範的
な実施形態において、反復開始位置は、ＰＮジェネレータ１０３３により選ばれた開始位
置に応じて模擬ランダムに選ばれる。
FIG.１３Ｄは、リバースリンクの転送のための１／８レートデータの前段処理を示してい
る。１／８レートデータパケットは、模範的な実施形態において、１６ビットのＥＩＢジ
ェネレータ１０３６へ供給される情報を有している。ＥＩＢジェネレータ１０００に関し
て上述したように、ＥＩＢジェネレータ１０３６は、２ビットメッセージを供給し、この
メッセージは、フォーワードリンクの基本チャネル及び追加チャネルにより受信したフレ
ームが、確実に受信できているかを示すものである。
１８ビットパケットは、次に周期的チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１０３８に供給され
、ＣＲＣジェネレータ１００２で上述したように、ここでは、パリティビットと同様の方
法でチェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣ
ジェネレータ１０３８は、フレームに６ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末
尾ビットジェネレータ１０４０へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレー
ムに付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１０４０は、全て
０データである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１０４０からの３２ビット（１６ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１０４２に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ１０４２は、１／４レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ９４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラー
補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１０４４
へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１００８に関して述べ
たように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１０４６に供給される。反復ジェネ
レータ１０４６は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを４８回反復する。上述
したように、模範的な実施形態において、反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ１
０４５により決定された開始位置に応じて選択されるものである。反復ジェネレータ１０
４６の出力が、反復ジェネレータ１０４７に供給され、ここにおいて、反復ジェネレータ
１０４６は、パケットは３回繰り返される。模範的な実施形態において、各反復は、ＰＮ
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ジェネレータ１０４５により供給された模擬ランダムに選択された開始位置により開始す
る。
Ｘ IV．１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域でのリバースリンク転送のレートセット２データの前段
処理
FIG.１４Ａ－１４Ｄは、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域でのリバースリンク上の転送のための
デジタルデータの前段処理の可変レートデータの前段処理を示している。フォワードリン
クに関して上述したように、模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レ
ート、１／８レートの４つのレートがある。
FIG.１４Ａは、リバースリンク転送の全レートの前段処理を示している。全レートデータ
パケットは、２６７ビットがエラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１１００
へ供給される。エラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１１００は、２ビット
メッセージを発生する。第１ＥＩＢは、フォワードリンク基本チャネルで最後に転送され
たパケットが移動局で正確に受信されたかどうかを示している。第２ＥＩＢは、フォワー
ドリンク追加チャネルで最後に転送されたパケットが移動局で正確に受信されたかどうか
を示している。
２６９ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１１０２に供給され、
ここでは、パリティビットと同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである
。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ１１０２は、フレームに１２ビットの
ＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビットジェネレータ１００４へ供給され、ここ
では、この末尾ビットのセットをフレームに付加する。模範的な実施形態においては、末
尾ビットジェネレータ１１０４は、全て０データである８ビットデータをフレームに付加
するものである。
末尾ビットジェネレータ１１０４からの２８９ビット（２６７ビットの情報、２つのＥＩ
Ｂｓ、１２ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１１０４に供給され
る。模範的な実施形態において、エンコーダ１１０６は、１／４レート回旋エンコーダで
ある。さもなくば、エンコーダ１１０６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他
のエラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ
１１０８へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングの
フォーマットに応じて再度命令される。模範的な実施形態において、インタリーバ１１０
８は、ビット反転インタリーバ又は回旋インタリーバである。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１１１０に供給される。反復ジェネ
レータ１１１０の機能は、反復ジェネレータ４１０に関して上述したように、情報ビット
のレートに関わらず、出力レートを一定に保つ。前段処理の出力は、入力データレートに
かかわらず、６１４４ビットを含んでいる。インタリーバ１１０８からのコード化された
６１４４ビットは、反復ジェネレータ１１００へ供給される。反復ジェネレータ１１００
は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを５回反復し、コード化された１１５６
ビットのシンボルの３６４ビットを反復する。上述したように、反復は、擬似ノイズジェ
ネレータ１１０９により決定され擬似的に選択された開始位置に応じて供給される。
FIG.１４Ｂは、リバースリンク上の転送の１／２レートデータの前段処理を示している。
模範的な実施形態において、１２５ビットをもつデータは、ＥＩＢジェネレータ１１０２
に供給される。ＥＩＢジェネレータ１１００について述べたように、ＥＩＢジェネレータ
１１１２は、二つのビット信号を供給し、この信号は、基本チャネルと追加チャネルとに
より受信され復号化された最後のパケットが、正確に受信されたかどうかを示している。
１２７ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１１１４に供給され、
ここでは、ＣＲＣ１１０２に関して既に述べたように、パリティビットと同様の方法でチ
ェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネ
レータ１１１４は、フレームに１０ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビ
ットジェネレータ１１１６へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに
付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１１１６は、全て０デ
ータである８ビットデータをフレームに付加するものである。
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末尾ビットジェネレータ１１１６からの１４５ビット（１２５ビットの情報、２つのＥＩ
Ｂｓ、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１１１８に供給され
る。模範的な実施形態において、エンコーダ１１１８は、１／４レート回旋エンコーダで
ある。さもなくば、エンコーダ１００６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他
のエラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ
１１２０へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングの
フォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１１２２に供給される。反復ジェネ
レータ１１２２は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを１０回反復し、コード
化された５８０ビットのシンボルの３４４ビットを反復する。上述したように、反復の開
始位置は、ＰＮジェネレータ１１２１により擬似ランダムに選択された新たな開始位置で
ある。
FIG.１４Ｃは、リバースリンク転送の全レートの前段処理を示している。１／４レートデ
ータパケットは、エラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１１００へ供給され
る５５ビットを有する。ＥＩＢジェネレータ１１００に関して上述したように、エラーイ
ンジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１１２４は、２ビットメッセージを発生し、移
動局でコード化された最後のフレームが正確にコード化されたかどうかを示している。
５７ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１１２６に供給され、こ
こでは、ＣＲＣ１１０２に関して既に述べたように、パリティビットと同様の方法でチェ
ックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレ
ータ１１２６は、フレームに８ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビット
ジェネレータ１１２８へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに付加
する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１１２８は、全て０データ
である８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１１２８からの７３ビット（５５ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、８ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１１３０に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ１１３０は、１／４レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ１００６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラ
ー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１１３
２へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１１０８に関して上
述したように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１１３４に供給される。反復ジェネ
レータ１１３４は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを２１回反復し、コード
化された２９２ビットのシンボルの１２ビットを反復する。上述したように、模範的な実
施形態において、反復の開始位置は、ＰＮジェネレータ１１３３により擬似ランダムに選
択された新たな開始位置である。
FIG.１２Ｄは、リバースリンク転送の１／８レートの前段処理を示している。１／８レー
トデータパケットは、模範的な実施形態において、ＥＩＢジェネレータ１１３６へ供給さ
れる２１ビットを有する。ＥＩＢジェネレータ１１００に関して上述したように、ＥＩＢ
ジェネレータ１１３６は、２ビットメッセージを発生し、移動局でコード化された最後の
フレームが正確にコード化されたかどうかを示している。
２３ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１１３８に供給され、こ
こでは、ＣＲＣ１１０２に関して既に述べたように、パリティビットと同様の方法でチェ
ックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレ
ータ１１３８は、フレームに６ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビット
ジェネレータ１１４０へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに付加
する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１１４０は、全て０データ
である８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１１４０からの３７ビット（２１ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１１４２に供給される。模
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範的な実施形態において、エンコーダ１１４２は、１／４レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ１１４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラ
ー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１１４
４へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１４０８に関して上
述したように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１４４６に供給される。反復ジェネ
レータ１４４６は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを４１回反復し、次にコ
ード化されたシンボルを４１回反復する。上述したように、模範的な実施形態において、
反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ１１４５により決定された開始位置に応じて
選択されるものである。
ＸＶ．３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域にてリバースリンクで転送されるレートセットデータ２
の前段処理
FIG.１５Ａ－１５Ｄは、３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域でのリバースリンク上の転送のための
第２レートのデジタルデータの前段処理の可変レートデータの前段処理を示している。３
．６８６４帯域内の転送データの前段処理と１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域のそれとの唯一の
違いは、各々の結果的なパケットが３回反復されるということである。フォワードリンク
に関して述べたように、模範的な実施形態において、全レート、半レート、１／４レート
、１／８レートの４つのレートがある。
FIG.－１５Ａは、リバースリンク転送の全レートの前段処理を示している。全レートデー
タパケットは、２６７ビットがエラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１２０
０へ供給される。エラーインジケータビット（ＥＩＢ）ジェネレータ１２００は、２ビッ
トメッセージを発生する。第１ＥＩＢは、フォワードリンク基本チャネルで最後に転送さ
れたパケットが移動局で正確に受信されたかどうかを示している。第２ＥＩＢは、フォワ
ードリンク追加チャネルで最後に転送されたパケットが移動局で正確に受信されたかどう
かを示している。
２６９ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１２０２に供給され、
ここでは、パリティビットと同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである
。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレータ１２０２は、フレームに１２ビットの
ＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビットジェネレータ１２０４へ供給され、ここ
では、この末尾ビットのセットをフレームに付加する。模範的な実施形態においては、末
尾ビットジェネレータ１２０４は、全て０データである８ビットデータをフレームに付加
するものである。
末尾ビットジェネレータ１２０４からの２８９ビット（２６７ビットの情報、２つのＥＩ
Ｂｓ、１２ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１２０６に供給され
る。模範的な実施形態において、エンコーダ１２０６は、１／４レート回旋エンコーダで
ある。さもなくば、エンコーダ１２０６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他
のエラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ
１２０８へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、所定のインタリービングの
フォーマットに応じて再度命令される。模範的な実施形態において、インタリーバ１２０
８は、ビット反転インタリーバ又は回旋インタリーバである。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１２１０に供給される。反復ジェネ
レータ１２１０の機能は、情報ビットのレートに関わらず、出力レートを一定に保つ。前
段処理の出力は、入力データレートにかかわらず、６１４４ビットを含んでいる。インタ
リーバ１２０８からのコード化された１１５６ビットは、反復ジェネレータ１２０８へ供
給される。反復ジェネレータ１２１０は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを
５回反復し、コード化された１１５６ビットのシンボルの３６４ビットを反復する。上述
したように、反復は、擬似ノイズジェネレータ１２０９により決定され擬似的に選択され
た開始位置に応じて供給される。
反復ジェネレータ１２１０からの出力は、シンボル反復ジェネレータ１２１１に供給され
、ここでは、パケット内でデータを３回反復する。模範的な実施形態において、反復は、
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ＰＮジェネレータ１２０９により供給された模擬ランダムに選択された開始位置に応じて
反復される。
FIG.１３Ｂは、リバースリンク上の転送の１／２レートデータの前段処理を示している。
模範的な実施形態において、１２５ビットをもつデータは、ＥＩＢジェネレータ１２１２
に供給される。ＥＩＢジェネレータ１２００について述べたように、ＥＩＢジェネレータ
１２１２は、二つのビット信号を供給し、この信号は、基本チャネルと追加チャネルとに
より受信され復号化された最後のパケットが、正確に受信されたかどうかを示している。
１２７ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１２１４に供給され、
ここでは、ＣＲＣ１２０２に関して既に述べたように、パリティビットと同様の方法でチ
ェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネ
レータ１２１４は、フレームに１０ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビ
ットジェネレータ１２１６へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに
付加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１２１６は、全て０デ
ータである８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１２１６からの１４５ビット（１２５ビットの情報、２つのＥＩ
Ｂｓ、１０ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１２１８に供給され
る。模範的な実施形態において、エンコーダ１２１８は、１／４レート回旋エンコーダで
ある。さもなくば、エンコーダ１２０６は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他
のエラー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ
１２２０へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１２０８に関
して記載されたように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される
。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１２２２に供給される。反復ジェネ
レータ１２２２は、出力パケットの中でコード化されたシンボルを１０回反復し、コード
化された５８０ビットのシンボルの３４４ビットを反復する。上述したように、反復の開
始位置は、ＰＮジェネレータ１２２１により擬似ランダムに選択された新たな開始位置で
ある。
反復ジェネレータ１２２２からの出力は、シンボル反復ジェネレータ１２２３に供給され
、ここではパケット内にデータが３回反復される。模範的な実施形態において、反復はＰ
Ｎジェネレータ１２２１から供給された擬似ランダムに選ばれた開始位置に応じて反復さ
れる。
FIG.１３Ｃは、リバースリンク転送の１／４レートの前段処理を示している。１／４レー
トデータパケットは、ＥＩＢジェネレータ１２２４へ供給される５５ビットを有する。Ｅ
ＩＢジェネレータ１２２４に関して上述したように、エラーインジケータビット（ＥＩＢ
）ジェネレータ１１２４は、２ビットメッセージを発生し、移動局でコード化された最後
のフレームが正確にコード化されたかどうかを示している。
５７ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１２１２６に供給され、
ここでは、ＣＲＣ１２０２に関して既に述べたように、パリティビットと同様の方法でチ
ェックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネ
レータ１２２６は、フレームに８ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビッ
トジェネレータ１２２８へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに付
加する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１２２８は、全て０デー
タである８ットデーターをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１２２８からの７３ビット（５５ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、８ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１２３０に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ１２３０は、１／４レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ１２３０は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラ
ー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１２３
２へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１２０８に関して上
述したように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
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再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１２３４に供給される。反復ジェネ
レータ１２３４は、反復ジェネレータ１２１０に関して記載したように、情報ビットのレ
ートに関わらず、出力レートを一定に保つ。上述したように、模範的な実施形態において
、反復は、ＰＮジェネレータ１２３３により擬似ランダムに選択された開始位置により与
えられる。
反復ジェネレータ１２３３の出力は、シンボル反復ジェネレータ１２３５に供給され、こ
こでは、パケット内で反復が３度行われる。模範的な実施形態において、反復は、ＰＮジ
ェネレータ１２３３により擬似ランダムに与えられた開始位置により、繰り返される。
FIG.１５Ｄは、リバースリンク転送の１／８レートの前段処理を示している。１／８レー
トデータパケットは、模範的な実施形態において、ＥＩＢジェネレータ１２３６へ供給さ
れる２１ビットを有する。ＥＩＢジェネレータ１２００に関して上述したように、ＥＩＢ
ジェネレータ１２３６は、２ビットメッセージを発生し、移動局でコード化された最後の
フレームが正確にコード化されたかどうかを示している。
２３ビットは、次に周期的冗長チェック（ＣＲＣ）ジェネレータ１２３８に供給され、こ
こでは、ＣＲＣ１２０２に関して既に述べたように、パリティビットと同様の方法でチェ
ックビットのセットを供給するものである。模範的な実施形態において、ＣＲＣジェネレ
ータ１２３８は、フレームに６ビットのＣＲＣを供給する。フレームは次に、末尾ビット
ジェネレータ１２４０へ供給され、ここでは、この末尾ビットのセットをフレームに付加
する。模範的な実施形態においては、末尾ビットジェネレータ１２４０は、全て０データ
である８ビットデータをフレームに付加するものである。
末尾ビットジェネレータ１２４０からの３７ビット（２１ビットの情報、２つのＥＩＢｓ
、６ビットのＣＲＣ、８ビットの末尾ビット）は、エンコーダ１２４２に供給される。模
範的な実施形態において、エンコーダ１２４２は、１／４レート回旋エンコーダである。
さもなくば、エンコーダ１２４２は、リード・ソロモン・エンコーダであるか、他のエラ
ー補正／検出エンコーダである。コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１２４
４へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが、インタリーバ１２０８に関して上
述したように、所定のインタリービングのフォーマットに応じて再度命令される。
再度命令されたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１２４６に供給される。反復ジェネ
レータ１２４６は、出力パケットの中でコード化された１４８のシンボルを４１回反復し
、その上、１２ビットのコード化されたシンボルを反復する。上述したように、模範的な
実施形態において、反復の開始位置は、擬似ノイズジェネレータ１２４５により決定され
た開始位置に応じて選択されるものである。
反復ジェネレータ１２４６の出力は、シンボル反復ジェネレータ１２４７に供給され、こ
こでは、パケット内のデータを３度反復する。模範的な実施形態において、反復は、ＰＮ
ジェネレータ１２４５により与えられ擬似ランダムに選択された開始位置に応じて繰り返
される。
Ｘ VI．パケットモード内の１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域のリバースリンク転送の前段処理
FIG.１６Ａ－１６Ｄは、１．２２８８Ｍｃｐｓ帯域でのリバースリンク上の転送のための
パケットモードでのデータの前段処理を示している。 FIG.１６Ａは、移動局により転送さ
れるデータ量を最小にしたアイドル（ idle）モードでのデータの前段処理を示している。
FIG.１６Ｂは、標準可変レート手相モードでのデータの前段処理を示している。 FIG.１６
Ｃは、最大レートでのデータ転送のデータの前段処理を示している。
FIG.１６Ａに関して、１６ビット（又は２オクテット）を有するデータのパケットが、制
御ビットジェネレータ１３０２に供給される。制御ビットジェネレータ１３００は、４ビ
ットの制御信号をパケットに付加する。模範的な実施形態において、４ビットの制御信号
は二つのＥＩＢ（既に述べた）と二つのモード信号を有している。第１の模範的な実施形
態において、二つのモード信号は、移動局が将来において幾つかのフレームを転送させる
ことになるレートを示す。さもなくば、モードビットは現在のフレーム又は次のフレーム
の内容を表す。すなわち、モードビットは、会話データを含むフレーム又は、デジタルデ
ータ又は会話とデジタルデータの組合せを示している。
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パケットは、次にＣＲＣジェネレータ１３０２に供給され、ここでは、パリティビットと
同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。パケットは次に末尾ビット
ジェネレータ１３０４に供給され、ここでは、８ビットの末尾データを上述したように付
与する。パケットは、次にエンコーダ１３０６に供給され、ここでは、１／４レートで強
制的な長さ９において、回旋的にビットをコード化する。さもなくば、エンコーダ１３０
６は、異なるフォーム、例えば、リード・ソロモン・エンコーダである。
コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１３０８に供給される。次に、模範的な
実施形態において、インタリーバ１３０８は、ブロックインタリーバであり、インタリー
バの他の形状が実施形態に基づき選択される。再度指令されたシンボルは、再び反復ジェ
ネレータ１３１０に供給される。反復ジェネレータ１３１０は、パケットを４２回反復さ
せ、９６ビットのコード化されたものの他の反復されたバージョンを加える。上述したよ
うに、反復の開始位置は、ＰＮジェネレータ１３０９により疑似ランダムに選択された信
号に応じて選択される。
FIG.１６Ｂについて、１６４ビット（２０オクテックプラス４ビット）、３５６ビット（
４４オクテックプラス４ビット）、７４０ビット（９２オクテックプラス４ビット）又は
、１５０８ビット（１８８オクテックプラス４ビット）が、制御ビットジェネレータ１３
１２へ供給される。制御ビットジェネレータ１３１２は、パケットへ４制御ビットを付加
し、ここにおいて、制御ビットジェネレータ１３００により供給される制御ビットに関し
て述べられたように機能する。
パケットは、次にＣＲＣジェネレータ１３１４に供給され、ここでは、パリティビットと
同様の方法でチェックビットのセットを供給するものである。パケットは次に末尾ビット
ジェネレータ１３１６に供給され、ここでは、エンコーダ１３１８は、１／４レートで強
制的な長さ９において、回旋的にビットをコード化する。さもなくば、エンコーダ１３０
６は異なる形態、例えば、リード・ソロモン・エンコーダが可能である。
コード化されたシンボルは、次に、インタリーバ１３２０に供給され、ここでは、所定イ
ンタリーバフォーマットに応じて、コード化されたシンボルに再度命令する。再度命令さ
れたシンボルは次に、反復ジェネレータ１３２２に供給される。反復ジェネレータ１３２
２は、入力パケットが２０オクテットと４ビットである時パケットを８回繰り返し、４４
オクテットと４ビットである時パケットを４回繰り返し、９２オクテットと４ビットであ
る時２回繰り返し、１８８オクテットと４ビットであるとき繰り返しは行わない。既に述
べたように、反復の開始位置は、ＰＮジェネレータ１３２１により与えられた信号に応じ
て疑似ランダムに選択された信号に基づいて行われる。
FIG.１６Ｃに関して、３０４４ビット（３８０オクテットと４ビット）が、制御ビットジ
ェネレータ１３２２４に供給される。制御ビットジェネレータ１３２４は、４制御ビット
をパケットに付加し、制御ビットジェネレータ１３００により供給される制御ビットに関
して既に述べられたように、機能する。
パケットは、次にＣＲＣビットジェネレータ１３２６に供給され、ここにおいて、上述し
たように１６ビットＣＲＣを発生し、ＣＲＣビットをパケットに付加する。パケットは次
に末尾ビットジェネレータ１３２８に供給され、ここでは、上述したように８ビットの末
尾ビットを付加する。さもなくば、エンコーダ１３３０は、例えばリード・ソロモン・エ
ンコーダのような、異なった形態のエンコーダが可能である。
コード化されたシンボルは、次にインタリーバ１３３２に供給され、ここでは、所定のイ
ンタリーバフォーマットに応じて、コード化されたシンボルが再度命令される。
Ｘ VII．パケットモードでの３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域のリバースリンクの前段データ処
理
FIG.１７Ａ－１７Ｃは、パケットモード内の３．６８６４Ｍｃｐｓ帯域の前段処理を示し
ている。 FIG.１７Ａは、移動局により転送されるデータの量を最小とするアイドル（ idle
）モードにおける、データの前段処理を示す。 FIG.１７Ｂは、可変レート転送モードにお
いて、データの前段処理を示す。 FIG.１７Ｃは、最大レートにてデータ転送を行う前段処
理を示す。
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FIG.１７Ａにおいて、１６ビット（又は２オクテット）のパケットが制御ビットジェネレ
ータ１４００に供給される。制御ビットジェネレータ１４００は、４ビットの制御信号を
パケットに付加する。模範的な実施形態において、４ビットの制御信号が、二つのＥＩＢ
ｓ（上述したように）と二つのモードビットをもつ。第１の模範的な実施形態において、
２ビットのモード信号は、移動局が、将来複数のフレームを転送するときのレートを示し
ている。さもなくば、モードビットは、現在のフレームの内容や今度のフレームの内容を
表すものである。すなわち、モードビットは、フレームが会話データを含むのか、デジタ
ルデータを含むのか、これらの組合せを含むのかを、表現するものである。
パケットは、次にＣＲＣビットジェネレータ１４０２に供給され、ここでは、上述された
８ビットＣＲＣを発生し、ＣＲＣビットをパケットに付加する。パケットは、次に末尾ビ
ットジェネレータ１４０４に供給され、旋回的にビットを１／４レートで強制的に９ビッ
ト長にてコード化する。さもなくば、エンコーダ１４０６は、例えばリードソロモンエン
コーダなどの異なる形態のエンコーダである。
コード化されたシンボルは、次にインタリーバ１４０８に供給される。模範的な実施形態
において、インタリーバ１４０８は、ブロックインタリーバであり、考えられるインタリ
ーバの他の形態は、次に反復ジェネレータ１４１０に供給される。反復ジェネレータ１４
１０は、パケットを１２８回反復する。上述したように、反復の開始位置は、ＰＮジェネ
レータ１４０９により供給される信号に応じて模擬ランダムに選択される。
FIG.１６Ｂに関して、１６４ビット（２０オクテットと４ビット）、２６０ビット（３２
オクテットと４ビット）、３５６ビット（４４オクテットと４ビット）、５４８ビット（
６８オクテットと４ビット）、７４０ビット（９オクテットと４ビット）、１１２４ビッ
ト（１４０オクテットと４ビット）、１５０８ビット（１８８オクテットと４ビット）、
２２７６ビット（２８４オクテットと４ビット）又は、４５８０ビット（５７２オクテッ
トと４ビット）を有しているデータのパケットが制御ビットジェネレータ１４１２に供給
される。制御ビットジェネレータ１４１２は、４ビットの制御信号をパケットに付与し、
これは、制御ビットジェネレータ１４００により供給される制御ビットに関して記載され
たように機能する。
パケットは、次にＣＲＣビットジェネレータ１４１４に供給され、ここにおいて、上述し
たように８ビットＣＲＣを発生し、ＣＲＣビットをパケットに付加する。パケットは次に
末尾ビットジェネレータ１４１６に供給され、ここでは、上述したように８ビットの末尾
ビットを付加する。さもなくば、エンコーダ１４１８は、例えばリード・ソロモン・エン
コーダのような、異なった形態のエンコーダが可能である。
コード化されたシンボルは、次にインタリーバ１４２０に供給され、ここでは、所定のイ
ンタリーバフォーマットに応じて、コード化されたシンボルが再度命令される。再命令さ
れたシンボルは、次に、反復ジェネレータ１４２２に供給される。反復ジェネレータ１４
２２は、パケットが１６４ビット（２０オックテックと４ビット）を有するときパケット
を２４回反復し、パケットが２６０ビット（３２オクテックと４ビット）を有するとき１
６回反復し、パケットが３５６ビット（４４オクテックと４ビット）を有するとき１２回
反復し、パケットが５４８ビット（９２オクテックと４ビット）を有するとき６回反復し
、パケットが１５０８ビット（１８８オクテックと４ビット）を有するとき３回反復し、
パケットが２２７６ビット（２８４オクテックと４ビット）又は４５８０ビット（５７２
オクテットと４ビット）を有するとき２回反復し、入力パケットが又は４５８０ビット（
５７２オクテットと４ビット）を有するとき、反復を行わない。上述したように、反復の
開始位置は、擬似ランダムに、ＰＮジェネレータ１４２１により供給される信号に応じて
選択される。
FIG.１６Ｃに関して、９１８８ビット（１１４８オクテットと４ビット）のパケットが、
制御ビットジェネレータ１４２４に供給される。制御ビットジェネレータ１４２４は、４
制御ビットをパケットに供給し、制御ビットジェネレータ１４００により与えられる制御
ビットに関して上述したように機能する。
パケットは、次にＣＲＣビットジェネレータ１４２６に供給され、ここでは、上述したよ
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うに１６ビットＣＲＣが発生され、ＣＲＣビットをパケットに付加する。パケットは、次
に末尾ｂｉｔＴジェネレータ１４２８へ供給され、ここでは、８ビット末尾ビットが上述
されたように付加される。パケットは、次にエンコーダ１４３０に供給され、ここでは、
回旋的にビットを１／２の強制長にてコードかする。さもなくば、エンコーダ１４３０は
、リード・ソロモン・エンコーダ又は他のエンコーダである。コード化されたシンボルは
、次に、インタリーバ１４３２へ供給され、ここでは、コード化されたシンボルが所定の
インタリーバフォーマットに応じて再命令される。
更なる実施形態の上述した記載により、当業者は、本発明を利用することができるだろう
。これらの実施形態の様々な変更が、当業者によって容易となり、ここで定義された一般
的な原理が発明的な能力を有することなく、他の実施形態に適用することが可能だろう。
このように本発明は、開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶもので
あり、上述した実施形態に限定されることはない。
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【 図 ２ Ｂ 】 【 図 ２ Ｃ 】

【 図 ２ Ｄ 】 【 図 ２ Ｅ 】
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【 図 ４ Ｅ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ Ａ 】 【 図 ４ Ｂ 】
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【 図 ４ Ｃ 】 【 図 ４ Ｄ 】

【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】
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【 図 ５ Ｃ 】 【 図 ５ Ｄ 】

【 図 ５ Ｅ 】 【 図 ６ Ｅ 】
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【 図 ６ Ａ 】 【 図 ６ Ｂ 】

【 図 ６ Ｃ 】 【 図 ６ Ｄ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ Ａ 】

【 図 １ ２ Ｂ 】 【 図 １ ２ Ｃ 】
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【 図 １ ２ Ｄ 】 【 図 １ ３ Ａ 】

【 図 １ ３ Ｂ 】 【 図 １ ３ Ｃ 】
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【 図 １ ３ Ｄ 】 【 図 １ ４ Ａ 】

【 図 １ ４ Ｂ 】 【 図 １ ４ Ｃ 】
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【 図 １ ４ Ｄ 】 【 図 １ ５ Ａ 】

【 図 １ ５ Ｂ 】 【 図 １ ５ Ｃ 】
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【 図 １ ５ Ｄ 】 【 図 １ ６ Ａ 】

【 図 １ ６ Ｂ 】 【 図 １ ６ Ｃ 】
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【 図 １ ７ Ｃ 】 【 図 １ ７ Ａ 】

【 図 １ ７ Ｂ 】
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